で デ ー タ 登 録 が 可 能 ）、 選

ベースに無い原料は、独自

スの中から検索し（データ

①使用原材料をデータベー

［操作が簡単なこと］

訂には載っていない、菓子

⑥菓子業界専用のため、七

分データが入っている。

１５年版（七訂）の栄養成

⑤日本食品標準成分表２０

こと］

かつ、発展性を持っている

［データベースが充実し、

（会員以外への販売はしな

・組合員のみに販売される

全日本菓子協会の傘下団体

される。また、同ソフトは

を１万２千円（同）で販売

万４万円（税別・送料込）

を）に予約すると、定価１

組合には

８年１月～７月

日（各県

事前予約特典として２０１

応するため、補助事業の完

る消費税軽減税率制度に対

使用されたい。また、本製

できるだけ高仕様のＰＣを

Ｃの仕様に依存するので、

用する。計算処理速度はＰ

クセル内のマクロ機能を使

必要がある。機能としてエ

がインストールされている

（ウィンドウズとエクセル）

税率実施への対応を円滑に

小規模事業者の方々に軽減

いただく。

合にＦＡＸ等で申し込んで

き、各都道府県菓子工業組

必要事項を記入していただ

は、本号に同封した用紙に

事前予約を希望する場合

ザー登録を行っていただく。

メールアドレスによるユー

ーザー用になる。このため、

に対し、ＣＤ１枚のワンユ

る。使用権限は、ＰＣ１台

ＲＯＭ１枚と説明書にな

（複数税率）への対応が必

とは、消費税軽減税率制度

費税軽減税率対策補助金）」

小企業・小規模事業者等消

「軽減税率対策補助金（中

び中小企業庁ホームページ

税率対策補助金事務局およ

具体的な時期は後日、軽減

期限に合わせて設定され、

ついては、前述の事業完了

補助金の申請受付期限に

扱いを変更した。

んだ原料の配合を入力すれ

で良く使う原材料の栄養成

品１セット内容は、ＣＤ―

ば計算結果が出てくる。

分データを追加している。
い）。

菓子業界専用栄養成分計算ソフト

②歩留まり計算も簡単に出

使用にあたっては対象Ｐ

食品表示法により、栄養成分表示が義務化されたが、菓子業界では猶予期間の

万円のところ、事前予約分は

日迄（各県組合

２０２０年３月末日に対応するため、このほど「菓子業界専用栄養成分計算ソフ

本約

日迄に申込みを）事前予約を受付け、
万

千円（税別・送料込）、それ

月に配布する。価格は一般の市販

ト」を販売する。同ソフトは１月より予約注文を開始し、７月
には
ソフト
以降は１万４千円（同）になる。
同ソフトの特徴は先ず、

日迄に申込み

年

月

月

日から始ま

年

消費税の軽減税率制度

した。

日までに事業完了」と変更

了期限を「平成

平成

中小企業庁はこのほど、

年

月

日から

要となる中小企業・小規模

事業者の方々が、複数税率

対応レジの導入や受発注シ

ステムの改修などを行うに

あたり、その経費の一部を

補助する制度（２面参照）。
◎問合せ先

受付時間・９時～

時

軽減税率対策補助金事務
局

（ 土 日、 祝 日 除 く ）、 電 話

・０５７０（０８１）２２２

・０３（６６２７）１３１

日を期限に軽減税
率対策補助金の申請受付が

７（ＩＰ電話専用）

月

行われてきたが、期限の取

年

進めてもらうため、平成

実施されるが、中小企業・

は、平成

軽減税率対策補助金の期限を延長

•••••••••••••••••••

日迄１万２千円（各県組合には 日迄に申込みを）

来る機能が追加されている。
⑦自分で仕入れ原料の栄養

Ｃにサポート有効期限内の

７月

③希望の水分量（％）に合

今後のスケジュールは２

成分を簡単に登録できる。

13

31

マイクロソフト社ソフト

1

31

月発売予定で、

10

13

2

において公表される。

わせて計算できる。
④１００ｇ単位、１個単位
０１８年

30

17

31
31

30

10

31
4

13

でも計算可能。

1

9

1

31

31

農協）も斡旋する。

袋／

㎏（篩目＝１・５上、

トヨミ大納言小豆、しゅま

／

㎏（篩目＝１・５上、
り小豆の申し込み方法はエ

きやすいため、エリモ小豆

また、小豆は煮ムラが起

月（１年間）
④年内配送は締切。

①品物及び荷姿＝北海道清
里産「サホロ小豆」を厳選
したもの。ホクレン紙袋／
は「 産 地 銘 柄 」（ 同 地 区、

達「トヨミ大納言小豆」を

①品物及び荷姿＝北海道伊

②送料＝実費を着払。

０６㎜）

月

㎏

月（１年間）
④年内配送は締切。
⑤斡旋数量・５百袋／

北ろまん小豆

４・５㎜）

４・６㎜）

年産小

ている。取り

同品種の小豆が同じ袋に入

扱う

豆は伊達産

っていること）を明確にし

③販売期間＝平成

㎏（篩目＝２歩上、６・
「エリモ小

厳選したもの。ホクレン紙

トヨミ大納言小豆

豆」、「トヨミ

ている。購入を希望する方

袋／

６・０㎜）

年

大納言小豆」、

は、各都道府県菓子工業組

年
合に申込んで頂く。

しゅまり小豆
①品物及び荷姿＝北海道産

〜平成
「しゅまり小

㎏（篩目＝２・０上、
豆」と清里農

詳細は次の通り。

エリモ小豆

協の「サホロ
小 豆 」、 芽 室
農協の「北ろ

年

月

年

日まで

月（１年間）

③販売期間＝平成
〜平成

④年内配送は

年３月より配送）

月（９ヶ月）

ん小豆と同じ。

㎏

年３月

申し込み方法はきたろま

〜

②販売期間＝平成

㎜）

（篩目＝２・０上、６・０

もの。ホクレン紙袋／

室産「大手亡」を厳選した

①品物及び荷姿＝北海道芽

大手亡 （

30

本年の作柄は、大粒で色

リモ小豆と同じ。

各小豆の料金については

大粒で 色 合 い も 良 い

②送料＝実費を着払い。輸

各都道府県菓子工業組合に

年度産小豆

送方法は個別配送

①品物及び荷姿＝北海道芽

問い合わせる。

月

合いや収量も良かったが、

③販売期間＝平成

室産「北ろまん小豆」を厳

12

②送料＝実費を着払。
昨年の繰り越し品が無いた

「しゅまり小豆」を厳選し

選したもの。芽室農協紙袋

北海道小豆５種と大手亡を斡旋

め価格は上がる。数量は確

㎏（篩目

サホロ小豆
保した。

たもの。紙袋／

30

12

30

月

組合に見本品及び通知文書

①品物及び荷姿＝北海道伊

＝１・５上、４・６㎜）

11

12

年

全菓連では本年も北海道

を送達、購入希望者を募っ

達洞爺周辺「エリモ小豆」

29

26

30

11

30

年

まん小豆」の

を厳選したもの。全菓連紙

11

30

12

11

29
30

30

30

〜平成

小豆を斡旋するため、各県

５種類。また、

30

大手亡（芽室

30

30
30

第945号
（平成29年12月）
● http://www.zenkaren.net/

1
トヨミ大納言

29
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全国菓子工業組合連合会
理事長 齊藤俊明
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
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11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
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第945号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成29年12月15日

商品マスタの設定や機器設

が上限。また、新たに行う

入し導入して受発注システ

ケージ製品・サービスを購

小規模事業者等が自らパッ

・自己導入型。中小企業・

Ｂ―２型

象。

替する場合の費用が補助対

システムの機能を含むもの

については、電子的受発注

パッケージ製品・サービス

務会計などが一体となった

管理とともに在庫管理、財

は補助対象。※２

にシステムを導入する場合

要。いずれも指定事業者が

した後の「完了報告」が必

請」と、改修・入替が完了

替に着手する前の「交付申

○申請は２段階。改修・入

申請。

複数税率対応としては、

業者あたり２００万円。複

▽複数台数申請等は、１事

万円を上限に支援。

Ｓ等の電子的受発注を利用

◎原則、既にＥＤＩ／ＥＯ

対象。

※リースによる入替も補助

費用が補助対象。

ムを改修・入替する場合の

請）

ース事業者を含む３者で申

ース利用する場合は指定リ

による代理申請が原則。（リ

◎Ｂ―１型は、指定事業者

であれば支援対象。

録されたパッケージ製品・

◎Ｂ―２型は、事務局に登

補助対象にならない。

び発注を行っていた場合、

※交付決定以前に契約およ

代理申請を行う。

ベンダー等の指定事業者が

をタブレット、ＰＣ、スマ

置（運搬費含む）に費用を

Ａ―４型

数台数申請等は、指定の申

複数税率対応レジ

２つの申請類型がある。

テム

請書類を追加する。

受発注

ートフォンの汎用端末と付

軽減税率対策補助金
属機器を組み合わせて、レ
要する場合、１台あたり

ジを新しく導入したり、対

を複数税率に対応するよう

受発注システム

◎Ａ型
ジとして利用する場合の導

（１面より続く）

の導入等支援

応できるように既存のレジ

に改修または導入する場合

ＰＯＳレジシステム

ＰＯＳレジシス

入費用が補助対象。

を改修したりするときに使

複数税率に対応できるレ

える補助金。レジには、Ｐ

利用する場合は指定リース

サ ー ビ ス が 対 象。（ リ ー ス

事業者との共同申請）

○専門知識を必要とするシ
ステムの「改修・入替」の

している事業者が対象。

た め、「 指 定 事 業 者 に よ る

▽メーカーや販売店・ベン
○取引先間でＥＤＩ／ＥＯ

台のみ機器導入を行う場合

▽補助率は２／３だが、１

（ＥＤＩ／ＥＯＳ等）を利

電子的な受発注システム

改修等支援

◎Ｂ型

税率対応に伴い必要となる

機能（※２）のうち、複数

発注・購買管理、受注管理

必須となる商品マスタや、

（※１）の電子的受発注に

テムを利用している事業者

改修・入替ごとに異なる。

テム側・受注システム側の

◎補助上限額は、発注シス

申請者に代わり、システム

代理申請制度」を導入する。

申請、Ｂ―１型は事前申請。

▽Ａ型及びＢ―２型は事後

を作成いただく必要あり。

り、改修・入替後に行う。

○申請はＢ―１型とは異な

請等が利用可能。

Ｓ等の電子的な受発注シス

の費用を補助対象。

万円が上限。

いずれも補助額は、レジ

でかつ導入費用が３万円未

用する事業者のうち、複数

１台あたり

ダー等の協力による代理申

ＯＳ機能を有していないレ
ジ、モバイルＰＯＳレジシ

Ａ型はレジの種類や複数

満の機器については補助率

税率に対応するために必要

ステム、ＰＯＳレジシステ

税率への対応方法（導入／

３／４、タブレット等の汎

Ａ―２型

用が補助対象。

対象機器とし、その導入費

るＰＯＳ機能のないレジを

複数税率対応の機能を有す

Ａ―１型

タマーディスプレイ・レシ

電子マネーリーダー・カス

レジットカード決済端末・

ー・キャッシュドロア・ク

機器等（バーコードリーダ

▽レジ機能に直結する付属

分かれる。

自身で行うかで申請方式が

修等を依頼するか、事業者

Ｂ型は、指定事業者に改

補助金。

・入替を行う場合に使える

となる機能について、改修

※１

補助対象。

応したシステムへの入替が

注システムから複数税率対

現在利用している電子受発

数税率対応に伴う改修や、

ォーマットやコード等の複

○電子的受発注データのフ

改修・入替が補助対象。

○補助率は改修・入替に係

０万円。

が必要な場合の上限１００

０万円。両方の改修・入替

の場合の補助上限額は１５

事業者等の）受注システム

額 は １ ０ ０ ０ 万 円、（ 卸 売

システムの場合の補助上限

○（小売事業者等の）発注

りではない）

導入した場合には、その限

ジ製品・サービスを購入し

請が原則（※自らパッケー

ムベンダー等による代理申

が利用可能。Ｂ型はシステ

販売店等による代理申請等

充実している。Ａ型は一部

▽申請書の作成サポートも

受発注システムの

改修）により４種類の申請

用端末の補助率は１／２。

複数税率非対応のレジを、
ートプリンタ・ルーター・
Ｂ―１型

る費用の２／３。補助対象

成

正する法律」の成立日（平

◎「所得税法等の一部を改

電子的受発注システ

範囲外の機能を含むパッケ

レ ジ・ 改 修 型

対応レジに改修する場合の

・指定事業者改修型。シス

ムは利用していないが、取

ージ製品・サービスは、初

受発注システム

サーバ）も合わせて補助対
象。

テムベンダー等に発注し、

引先の要請等により、新規

モバイルＰＯＳ
▽それぞれの型において、

受発注システムを改修・入

複数税率に

レジシステム
万円

日）から平成

補助額は１台あたり

年３月

対応したレジ機能サービス

日までに導入ま
たは改修等が完了したもの

年９月

が支援対象。

期購入費用の１／２を補助
対象経費とし、これに補助

◎この他、レジの導入・改

各開催地の開催日の２日
前まで

率を乗じる。

れる。事業者向けマニュア

ルについては、現在、作成

◎申請はいつでも受付、申

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

原料原産地表示制度

⑶参加者の決定

⑴申込方法

等については、次の通り。

セミナーの参加申し込み

らせていただく。

した場合は、受付を締め切

参加申込者が定員人数に達

枚）と、証拠書類（内訳の

基本的には、申請書（数

融公庫の融資制度も活用で

等の費用には、日本政策金

参加者は先着順に決定。

中であり、セミナー開催前

おける新制度への対応方法

の１月にできあがる予定。

を示すマニュアルを作成す

修やシステムの改修・入替

９月１日に、加工食品の

きる。（最優遇金利）

請サポートもあり。

原料原産地に係る食品表示

分かる支払いの証拠書類

▽申請受付期限

⑷問合先・株式会社インタ

減税率対策補助金事務局お

株式会社インターリスク総

（ 領 収 書 や 請 求 書 ）、 製 品

るとともに、事業者向けに

の証明書など）で申請でき

基準の一部を改正する内閣

ーリスク総研

後日、軽
担当者・人見、佐藤

研ホームページ

よび中小企業庁ホームペー

そのマニュアル内容を解説

る。申請は随時受付を行う。

するセミナーが開催される。

電話・０３―５２９６―８

ジにおいて公表。
るなどの場合、追加で書類

※複数台をまとめて申請す

府令が公布・施行されたこ

http://www.irric.co.jp/
event/180125/index.php
の「申込登録」から申込む。
⑵申込締切

９１２

とに伴い、農林水産省消費

日
か所で開催さ

日から２月
まで、全国

年１月

セミナーの日程等は平成

課の委託事業において、特
に中小規模の食品事業者に

27

・安全局消費者行政・食育

事業者向けマニュアルの
活用に関するセミナー 開催

29

30

28

31

20

Ａ―３型

費用が補助対象。

レジ・導入型。

ムなどを含む。

20

方式に分かれる。

20

22

10

30
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鋭で具体的な活動を模索し

活性化委員を集めて少数精

第３回目は、より具体的

が解った。

は、継続性が欠けていた事

と思われていた事業の失敗

会は、柔軟な発想が多く新

多数取り入れた活性化委員

が、青年部を中心に若手を

向性も決まっていないのだ

もないので委員会自体の方

まだ委員会を発足して間

行こうと考えている。

標を定め、方向性を決めて

と同時に、新たな組合の目

菓子会館の有効活用を行う

招集して中期計画を立て、

今後は定期的に委員会を

だが、意見がまとまらず方

た。その結果、千葉県菓子

に広報活動やイベントなど

だ。

向性も決まっていなかった

工業組合の長所（駅に近い、

を中心に委員会を開き、専

て、今までにとても有効だ

ので、少数精鋭の委員会を

プロ仕様の設備が有る等）

名の

作り組合にとって有効な活

の情報発信が出来ていなか

続く第２回目は、

用方法を考えることになっ

使う方法を模索していたの

事情により今年度で解散が

た。

活性化委員会発足

決まった。それを受けて会

千葉県菓子
工 業 組 合

千葉県菓子工業組合では

館の所有権を組合が受け持
つことになり早急に会館の

て、青年部員も何をして良

は青年部に丸投げしてい

今まで、このような事案
がったと考えられた。そし

ったことが組合員減少に繋
ＮＳの活用方法などを学ん

門家からホームページやＳ
である。

たな組合事業も生まれそう

菓子会館の有効活用に取り組む

来年度より、菓子会館の運

千葉県菓子会館は、同県

以前から、会館を有効に

活用方法を模索しはじめた。

年度再商品化委託申込み
付

受

事長・池田尚史

輸入、輸入後に容器や包装

容器や包装が付いた商品の

ン手続きで行う場合は、協

に対し容器包装のリサイク

サイクル協会では、全菓連

（公財）日本容器包装リ

○容器・包装を利用する中

▽関わっている事業

（再商品化）の義務を負う。

次に該当するとリサイクル

千万円超または従業員

○製造業等・売上高２億４

▽事業規模

食店など

人

○テイクアウトができる飲

コスト削減に寄与すること

がり、再商品化事業に係る

や資源・経費の削減につな

ン申込みは、業務の効率化

セスして申込む。オンライ

平成

千葉県中小企業団体中央

ル制度での特定事業者に向

を付ける場合など）

会のご協力で、専門家を紹

けた、平成

様をお伝えいたします。４

４回高崎菓子まつり」の模

会を終了した。

案して頂き第１回目の委員

合の有るべき目標などを提

題点を洗い出し、今後の組

他県組合の成功事例や問

のつかみ取り（無料）※小

９、上野三碑のぬり絵で飴

００円）

８、振舞ぜんざい（一杯２

規模事業者を除く）のこと。

包装を利用する事業者（小

を利用・製造する事業者や

者とは、事業において容器

力を依頼された。特定事業

委託申込み告知について協

つりは、私達菓子業界の振

なっております高崎菓子ま

きかったです。年々大きく

フレッシュさは、本当に大

○輸入事業者（容器の輸入、

を利用する事業者）

を販売する際に容器や包装

○小売・卸売事業者（商品

○容器の製造事業者

飲料など）

身製造事業者（食品、清涼

月

○申込み期間・平成

の通り。

委託申込み受付の案内は次

▽容器包装の素材

６人以上

高７千万円超または従業員

○商業、サービス業・売上

以上

力いただきたい。

になるので、ご理解、ご協

いた。

回目となる今年は、過去最

学生まで

年

年度の再商品化

ル、紙、プラスチック
また、

イベントの一つに数えられ

の街を活性化させる大きな

興、発展のみならず、高崎

○申込み方法

書類が送付される）

（事前に平成

特定事業者に該当しない方

でも非申込み手続きが必要

となる。オンラインが利用

できない場合「非申込ＦＡ

Ｘ返信票」を協会オペレー

ションセンターに送る（Ｆ

ＡＸ・０３―５６１０―６

２ ４ ５）。 オ ン ラ イ ン で 非

年度の申込書

３、お菓子作り体験教室（和

０円で販売

無理で、多くの人達に支え

祭りは、菓子業界だけでは

位で行なわれました。この

ろ総スタッフは、２００人

した事は良かったと思って

が、より一層団結いたしま

す。この祭りを通し組合員

ばならないと思っておりま

界の発展の為には、なけれ

と思いますが、私達菓子業

様は、大変な事が多かった

・商工会に送る。オンライ

の上、最寄りの商工会議所

い場合は、申込用紙に記入

オンラインが利用できな

い合わせる。

５６１０―６２６１）に問

ンセンター（電話・０３―

な点は、協会オペレーショ

類が届かない場合など不明

その他、

申込をする場合は、前述の

ております。特に役員の皆

申込方法と同様。

ドのライブ開催

年２月９日

などたくさんの企画が行な

年度の申込

１、「 た か ぽ ん 」 ど ら 焼 き

われました。

日～平成

１，０００個無料配布

菓子、洋菓子、パン）

られた祭りです。特に今年

おります。これからも微力

、協賛団体による生バン

２、ワンコインお菓子販売

４、焼きたて団子実演販売

は、高崎商科大学の学生ボ
名参

人位参加のとこ

（３本２００円）

ランティアさんが、

いたしましては、

また、小規模事業者など、

高の８，０００人が来場し

ガラスびん、ペットボト

ていただきました。内容と

った。

介していただき、先ずは理

容器包装リサイクルで

会 ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
）にアク
www.jcpra.or.jp/

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

菓子職業訓練協会が運営を

組合上層部主体の活性化委

反省も出てきたことから、

いのか解らなかったという

行っていたのだが、諸般の

時

組合員

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

お菓子の力でみんなを笑顔に

ゴルフ大会、菓子まつり等

高崎菓子まつり

群馬県菓子工業組合高崎
のイベントを行なっており

第４回

軒の組合

支部では現在、

月４日（土曜日）

どんなお菓子でも１個１０

５、パン焼き体験（１個１

加していただいた事が大き

っております。

福島県菓工組元理事長

化に尽力され、平成

～

月

年に全菓連監事を務めた。
而して告別会は

倉でしめやかなうちにも盛

日、いわき市・ラポール四
福島県菓工組元理事長水

儀にとり行われ、業界関係

口忠好氏は９月

故人は中小菓子業界の発

された。

者多数が焼香した。

日に逝去

水口忠好 氏逝去

展と全菓連傘下組合の組織

００円）

群馬県菓子工業組合理事
・高崎支部長・田村隆

敬 弔

６、ぐんまちゃん最中作り

いです。私達菓子業界の人

ですが頑張ってゆこうと思

体験（１個１００円）

達は職人ですが、若い人達

26

ます。今回は、去る平成

12
の ア イ デ ィ ア（ 多 く の ）、

23

10

年

21
29

７、野点（茶席）生菓子付

10

５００円

23

員で活動しております。活

時に行ないました「第

30

30 30

30

千葉県菓子工業組合活性化委員会
29
10

11

年度再商品化

事全体で講習会を開いて頂

員会を立ち上げることにな

30
30

35

動内容といたしましては、
～

高崎菓子まつり

親睦会、ボウリング大会、

15 11

48

千葉県菓子工業組合副理

営をすることになった。

17
83

25

葉
千
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群
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久留米のまちの美味しい
楽しいお菓子の体験

岡

生地の状態や焼き方のコ

べるツアーです。

巡るお菓子と町の歴史が学

豆 」「 吉 金 菓 子 舗 」 ４ 件 を

しながら、「萬栄堂」「阿わ

水漬け、まめ煮、密漬け、

ツをわかりやすく教えてい

久留米ゆかりの偉人たち

ーキ作りとデコレーション

乾燥といった工程を実際に

ただき、お待ちかねのデコ

の旧居が点在するこの地域

す。

されるメニューの中からお

工場に入って説明を受けな

レーションではパティシエ

今回は今年の秋冬に開催

菓子屋さんにちなんだもの

がら間近に見ることができ

の見事なスパテルの技を手

や お こ 志 本 舗 」「 石 橋 甘 納

を一部ご紹介します。

ます。最終工程の砂糖まぶ

を行います。

「老舗甘納豆屋

しでは、くずれた豆や固い

す人々がいつでも楽しめる

久留米には、地元で暮ら

り の 旅。「 ま ち ゼ ミ 」 は、

訪ねる人をもてなす手づく

んだ地域の資源を活かして

らも楽しく学べて体験でき

制のゼミナールです。どち

（お客様）に伝える少人数

豆」で、昔ながらの釜だき

甘納豆専門店「石橋甘納
豆を外す作業を参加者にも

の使い方など丁寧に指導を

ームの状態の見方や絞り袋

本にして仕上げます。クリ

では昭和にタイムスリップ

つ、レトロな建物や路地裏

ならではの逸話を聞きつ

砂糖か

け体験と十の味くらべ」

「 ま ち 旅 」「 ま ち ゼ ミ 」 が
やっていただきます。
その後、十種類の甘納豆

製法で作る工程を３代目石

したような懐かしさを感じ

橋正浩さんが案内しま

受けながら最後にフルーツ

ます。

るさまざまなメニューが用

をトッピング。綺麗に仕上

意されています。
や甘納豆を使った蒸しパン

がったケーキに皆さん満足

お店の人が講師になって知

でティータイムをしながら

識や情報を無料で受講者

家庭での作り方のコツとい

そうでした。

場内を見ることができとて

ている日頃は見られない工

沢山の釜が並び湯気を上げ

にぴったりのラッピングを

では、クリスマスシーズン

この後のラッピング教室

では、今後も他の地区でお

ボランティアガイドの会

歩き疲れた体には格別です。

聞きながら食べるお菓子は

店主からとっておきの話を

菓子屋さん巡りを計画して

教えていただきました。最

おり積極的に取り組んでい

後にケーキセットを味わっ
て終了しました。

ただいています。組合とし

「パティシエ直伝のケー
キ＆ラッピング教室」

「和菓子店と荘島古道め
老舗洋菓子店「銀のすぷ

ムです。生徒さん７名に２

験ができる人気のプログラ

緒にホールケーキ作りの体

いが残る荘島町周辺を散策

案内で、城下町の古い佇ま

アガイドの会の藤原さんの

久留米市観光ボランティ

ーん」で、パティシエと一

名のパティシエの指導でケ

局・野口登喜子

久留米菓子協同組合事務

いと思います。

ても一緒に協力していきた

ぐり」

も好評でした。

立ち寄る菓子屋さんでは、

約２時間の散策の途中に

った豆の知識も学びます。

「 ま ち 旅 」 は、 慣 れ 親 し

催

開

う饅頭やわらび餅の実演販

の組合員の皆様のご協力に

トが開催できました。多く

て２週連続の楽しいイベン

チームワークの良さによっ

ではのおもてなしの精神と

徳島県菓子工業組合なら

いと思います。

をご報告させていただきた

の笑顔があふれていたこと

ち寄りいただき、たくさん

節に、多くのお客様にお立

慢のお菓子が沢山出回る季

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

秋のＷスイーツフェスタ

した。

県内２ヶ所のショッピングモールで

徳島県菓子工業組合で

売など、作りたてのお菓子

また揚げたてのかりんと

ョッピングモールにて２週

月に県内２ヶ所のシ

連続してスイーツフェスタ

っているゆめタウン徳島の

第二弾は毎年お世話にな

もなりました。

を楽しんでいただく機会に

たばかりのイオンモール徳
島イベントスペースにおい

よってこそ成り立つこれら

なっていて、大人も子供も

大人気の体験型イベントと

のイベント。これからもた
３日間の日程で開催しまし

れの催事で徳島県物産協会

徳島県菓子工業組合・菓

日から

た。こちらはいつもの店舗

青年部のメンバー、若手の

イベントで慌ただしい月と

月

催しました。実行委員長の

ごとの陳列で、それぞれの

えてもらいながら作ってい

藍の広場にて

アイデアで店舗ごとのブー

お店の特徴を生かしながら

季節を表現した、また可愛

子屋の仕事委員長・吉田恵

月５日から５日間開

スではなく、大福コーナー、

菓子職人達の主催で「和菓

子
10

ばと思っております。

客様の笑顔を繋いでいけれ

くさんのお菓子を通してお

モンブランコーナー、とい

美味しいスイーツを数多く

なりましたが、秋の味覚を

う様に商品ごとの陳列にし

使用したこの時期だけの自
月はたて続けの

今年の

ました。
週末にかけては、それぞ

販売しました。

場づくりにチャレンジしま

てお客様から見やすい売り

い世界でひとつだけの自作

ゆめタウン徳島 藍の広場
の練り切りを楽しそうに教

て、

銀のすぷーん
イオンモール徳島 イベントスペース
子練り切りづくり体験」も

20

行いました。こちらは毎回

10

第一弾は今春オープンし

を開催しました。

は、

石橋甘納豆

あります。

福
島
徳
10
10
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伝統と文化 が 生 き づ く 飛 騨 高 山

「飛騨の匠」に集約され

じ め、「 寒 冷 地 に は 良 酒 有

の山菜料理、精進料理をは

それ以降、天領となって１
より「こころのふるさと飛

ジャパン」キャンペーンに
平成

しました。
年には、周辺の町

７７年間続いた天領時代の
村と合併し東京都と同じ面

匠に代表される高山祭や伝

かな自然、食文化、飛騨の

その後、平成

選定されました。

イドブックで「三つ星」に

年の東日

統工芸、そして人情などよ

理事・渡辺良治

岐阜県菓子工業組合代表

を目指していきます。

騨高山」、「リアルジャパン」

がら「こころのふるさと飛

た資源を活かし、継承しな

図り、先人達が残してくれ

客との国際的な「交流」を

え た「 交 流 」、 外 国 人 観 光

まざまな地域・世代間を越

市として国内観光客とのさ

今後は、国際交流文化都

した。

ずれも過去最高を記録しま

１千人（宿泊ベース）とい

うち外国人観光客は、４６

は、４，５１０千人、その

年の観光客入込数

本大震災で観光客は減少し

積を持つ日本一広い市へと

年と平

年にはミシュランのガ

平成

り豊かな資源に恵まれてい

騨高山」として全国的にク

成

が評価され、平成

こうした景観や取り組み

たものの、再び増加に転じ、

％を森林が占め

をはじめ、豊富な温泉や豊

ているものの、北アルプス

その約

ます。

ローズアップされました。

年に

23

生まれ変わりました。

江戸文化が融合し高山独自

光客が増加し、平成

た観光誘致により、年々観

その後、官民一体となっ

の伝統文化が生み出されま
した。

年（１９７０

こうした背景の中、飛騨

は、３，２１８千人を記録

高山は昭和
年）国鉄の「ディスカバー

28

～飛騨の駄菓子に舌づつみ～

飛騨高山の銘菓が一同に

城下町時代の「茶の湯文化」

る飛騨独自の技やセンスに

暮 れ の 市 」（ 主

飛 騨 の 駄 菓 子 は、「 こ く

り」の言葉どおり、気候と

年会とオランダにあるベー

19

集まる晩秋の風物詩「お菓

の伝統や江戸期の天領時代

子と特産
高山菓子組合など）が、

せん」など江戸時代に飛騨

水、そして米に恵まれて良

や、文化芸術・スポーツを

宮川中橋

催
の文化交流が加わって、飛

日から
騨のさまざまな菓子が育ま

月

日

年

までの２日間、高山陣屋前
れていったともいえます。

平成

広場で開催され、約１万人
このほか、飛騨高山には

を治めた金森氏による高山

質で独特な地酒のほか、飛

古くから受け継がれた伝統

の観光客や市民で賑わいま

の町づくりとともに発達し

騨地方独自の食である焼き

した。

以降、寒冷地である飛騨
味噌に用いる味噌や漬物な

てきたと言われています。

の産物、大豆、大麦、くる
どもあります。
江戸時代、６代１０７年

み、わらび、とちの実、そ
ばなどを原料とした数々の
間続いた金森氏の京文化と

はじめとする幅広い分野で

カ リ ー シ ョ ッ プ「 Lanskro
」とのコラボレーション
on

21

佐賀県とオランダとのクリ

携・交流協定」を締結し、

認知度の向上を図り、交流

オランダにおける佐賀県の

その取組の一環として、

と、親しみの醸成を図りま

の「ＳＡＧＡ」の認知向上

を切り口に、オランダ人へ

に よ り 行 い、「 丸 ぼ う ろ 」

の条件がありました。糖類、

と共同で運営する」の２つ

地のベーカーリーショップ

地の材料を使用する」、「現

ショップを行ううえで「現

ぼうろの製作実演、ワーク

ティバル２０１７」内で丸

た。オランダの方には丸ぼ

クショップを開催しまし

そして丸ぼうろ作りのワー

来立ての丸ぼうろの配布、

そ２万人の来場があり、出

バル２０１７」当日はおよ

「 ジ ャ パ ン・ フ ェ ス テ ィ

トロープワッフル」の製法

てオランダの伝統菓子「ス

うに、３５０年の歳月を経

をオランダ人から習ったよ

スが開館します。丸ぼうろ

の一つとしてオランダハウ

た。博覧会ではパビリオン

年の時を経てルーツの国へ

オランダで
「丸ぼうろ」
の製作実演

佐賀県では、２０１６年

エイティブ分野での連携

月

がオランダ人や中国人から

ともに、江戸時代、佐賀人

的なつながりを紹介すると

し、佐賀とオランダの歴史

ーマを「佐賀丸ぼうろ」と

製作実演を行いました。テ

て佐賀銘菓「丸ぼうろ」の

ェスティバル２０１７」に

流イベント「ジャパン・フ

ランダで開催された日蘭交

史的背景から見ても丸ぼう

作られています。そんな歴

も丸ぼうろと同様の菓子が

の「エイルクック」と今で

の「 カ バ ッ カ 」、 オ ラ ン ダ

あろう国々にはポルトガル

子「 丸 ぼ う ろ 」。 ル ー ツ で

り、佐賀に根付いた南蛮菓

崎出島の外国人から教わ

か月前。３５０年程前に長

頼を頂いたのが遡ること５

このイベントへの出展依

遜色ない丸ぼうろが出来上

前日までには佐賀のものと

ろ作りに没頭し、イベント

どはオランダ仕様の丸ぼう

試作と本番の日まで４日ほ

間は材料探し、夜は仕込み、

出来たので、朝は試作、昼

のキッチンを借りることが

携先のベーカリーショップ

た。しかし有難いことに提

なかなか至りませんでし

ているものを再現するには

に違っていて、佐賀で作っ

ブンも日本のものとは微妙

粉類、そして使用するオー

く近代化を成し遂げまし

入することによっていち早

育成し、先進科学技術を導

て世界に目を向ける人材を

はオランダとの交流によっ

催されます。幕末・佐賀藩

さが幕末維新博覧会」が開

５０周年を記念して「肥前

２０１８年は明治維新１

大盛況でした。

ゃって、終日佐賀ブースは

験される方が多数いらっし

実際に粉まみれになって体

しく、夢中で眺める方や、

法がとても新鮮に映ったら

うろの伝統的な型抜きの製

ことを期待しています。

賀の新銘菓とて残っていく

この先これをきっかけに佐

「ストロープワッフル」が

はありません。そしてこの

れば、それ程うれしいこと

に根付くことになるのであ

職人が出会い、交流するこ

れます。佐賀とオランダの

のスタッフの方達も来日さ

リーショップ「

め、お世話になったベーカ

を佐賀の職人に伝授するた

年

月８日（日曜日）にオ

した。

製法を学んだという説があ

ろの本場に上陸出来る機会

がっていました。

を促進するため、２０１７

る南蛮菓子「丸ぼうろ」づ

まず「ジャパン・フェス

を頂き、大変興奮しました。

大串久昭

佐賀県菓業青年会会長・

とで新たな菓子文化が佐賀

」
Lanskroon

くりの製作実演及びワーク

しています。

の交流を進めていくことと

日にオランダ王国大

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

銘菓が生まれました。
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平成29年3月作成

※このご案内は全国菓子工業組合連合会 PL 保険制度の概要を紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者に渡してあります保険約款によりますが、
ご不明な点がございましたら代理店にお尋ねください。

12

13

ショップを、佐賀県菓業青

－365 日 24 時間のサポート体制－
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
事故のご連絡・ご相談をフリーダイヤルで承ります。 ○事故の受付・ご相談
いざというとき、全国どこからでも、ご利用いただけます。 ・受付時間：365 日 24 時間
・受付：フリーダイヤル 0120-119-110 “事故は 119 番 -110 番”

※本制度にご加入できる方は、全国菓子工業組合連合会の組合員に限られます。

製造・販売を行った食品に起因して健康被
害等の発生またそのおそれがある場合に、
その被害の発生または拡大の防止を目的
として回収等の措置を実施することによ
り生じた費用を補償します。

食中毒の発生により営業を阻害され、また
は休止を余儀なくされた場合、休業期間中
の喪失利益（営業利益＋経常費）等を補償
します。

看板・給排水設備など店舗施設の管理不備
や店舗における仕事の遂行により、他人の
身体・生命を害しまたは財物を破壊したこ
とについて法律上の損害賠償責任を負っ
たことによって被る損害を補償します。

（オプション）

対人事故の被害者への見舞金等の社会通
念上妥当な初期対応費用の支出を補償し
ます。

事故受付
サービス

※この保険は全国菓子工業組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

（オプション）

5.リコール（回収）費用保険

（オプション）

（食中毒利益担保特約）

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

☎03-3400-8901

☎03-5781-6577

東京都港区南青山 5-12-4

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社／〒108-6111

（リコール費用担保特約）

4. 施設賠償責任保険

＋

2. 初期対応費用担保特約

東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社／〒107-0062

資料請求・お問合せ先

10

組合員の皆様が販売提供した飲食物により、お客様に身体の障害（食中毒や病気・ケガ）を
与え法律上の損害賠償責任を負ったことで被る損害を補償します。

1. 生産物賠償責任〈PL〉
保険（基本加入）

制度の概要

11

350

使館と「クリエイティブ連

ジャパン・フェスティバル 2017

● 更新申込締切日：平成29年3月31日
（金）

※中途加入は随時受付いたします（
。お申込日の翌月1日から開始となります。）

● 保険期間：平成29年7月1日午後4時～平成30年7月1日午後4時
〈1年間〉

● 新規申込締切日：平成29年5月26日
（金）

暮れの市
お菓子と特産

11

45
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第945号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（５） 平成29年12月15日

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』と『皆様のくらし』を守ります◇

や大型の同業店、ショッピ

にあり、住宅地の中に学校

の幹線道路を結ぶ支線の間

子処ヤマモト」さんは東西

終え平成元年（

才）から

老舗菓子店で５年の修業を

代目の長男、浩之氏は地元

地に開店しました。現在二

工場長など勤めた後、現在

い修業を重ね、有名店での

ベントなどにも出品して評

舗には勿論、病院関係のイ

の方の為の菓子を開発、店

会等に参加して糖尿病患者

奈川県の「彩の会」の勉強

培った知識を活用して、神

その父の教えと学生時代に

の指導的立場にあります。

の技能、技術は地域同業者

の「濃い茶大福」など看板

方のいも吉くん」や沼津茶

産のサツマイモ使った「根

ました。沼津市根方地区特

利用したお菓子作りを始め

認定を受け、地元の食材を

都づくり仕事人」に応募、

ング課の「ふじのくに食の

また、静岡県マーケティ

励する地産地消に貢献しな

しい食材の提供など県の奨

他情報交換となる会合や新

ＰＲになっています。その

窓口に展示配布され大きな

して県内の役所や各施設の

店や商品の紹介等が冊子と

広報により仕事人、そのお

人の認定を受けた事で県の

商品となっています。仕事

錯誤の末、「大福」「まんじ

仕事人である浩之氏は試行

子の開発を依頼され、県の

ことから芋を利用したお菓

マモト」さんの地元である

した。この芋の産地が「ヤ

商品開発が進められてきま

が再び脚光を浴び焼酎等の

の一種である「大中寺芋」

皇に献上されたという里芋

最近、沼津市では大正天

す。

がら営業に役立てておりま

です。

たいと強く感じているよう

くれる農家も共に大事にし

も分かって材料を提供して

苦労を知り、菓子屋の良さ

ことや農業体験から農家の

の劣化の状態も観察できた

新鮮な素材が使える事、そ

ら収穫まで携わり人の絆、

は芋の会に所属して栽培か

層高まっています。浩之氏

取材も多く顧客の関心も一

アの注目も集めテレビ等の

れています。マス・メディ

今回、ご紹介する「お菓

（静岡県沼津市）
年、初代山本孝夫氏が長

判を呼んでいます。

ングセンター、種々の小売

従事、浩之氏は初め教師を

ゅう」
「だんご」
「蒸しドラ」

孝夫氏は深い経験から菓子

店、飲食店などが混在する

「 桃 山 」「 上 生 」 を 完 成 し

地元の声を生かした地産地消で繁盛店

厳しい環境の中にあります
目指して大学に進学、理学

ました。

「お菓子 処 ヤ マ モ ト 」

が新しい感覚で手堅く繁盛
部化学科を専攻習得された

の認定も受けたことで農協

ています。現在は県の食材

ント出品や催事で利用され

店舗をはじめ地域の各イベ

ランド化も図られ、商品は

され各ジャンルの商品のブ

「大中寺芋の会」が結成

静岡県菓子工業組合副理

か」と話されておりました。

原動力になるのではない

それが次へ繋がって繁盛の

て応えて行くことが大切で

の声や依頼には誠意を持っ

す。浩之氏は「顧客や地域

に大きく貢献されておりま

長等歴任され親子共々業界

を勤め、初代孝夫氏は組合

事長・森田紀

の大きな支援を受け産直市

のカタログにも取り上げら

出店やお中元、お歳暮用品

浩之氏は現在組合の会計

逸材でもあります。初代の

初代孝夫氏、浩之氏と奥様の真由美様

「ヤマモト」さんは昭和

看板商品と大中寺芋の作品

しています。
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41

「三重菓子博」
受賞
おめでとう
ございます！

いて、新潟県菓子工業組合

１７」の一般菓子部門にお

「お伊勢さん菓子博２０

らかで栗の風味を存分に味

いながら、中はしっとり柔

た栗は、外はさらっとして

けて芯まで糖蜜を浸透させ

名誉総裁賞受賞菓子のご紹介

では名誉総裁賞を４点受賞

わえる極めて贅沢な甘納豆

す。地元福島潟に飛来する

㈲栗原製菓「ひしくい」で

２点目は、新潟市北区の

です。

いたしました。その他、機
点、大会賞は優秀

点とおかげさまで沢山の賞

渡り鳥ひしくいを表現した

だチョコ饅頭で、どこか洋

柏崎菓子組合が県や製粉メ

ター１００％、地元産の卵、

リッチショコラ」です。バ

ャラメルをたっぷり合わせ

チョコレート、くるみ、キ

を使用したクッキー生地に

スイーツ専用米粉「菓心米」

た濃厚な焼き菓子で、

月
12
中旬～３月末までの期間限

４点目は、新発田市のさ

定販売とのことです。

エンガトルテ・リッチショコラ
六花磯合わせ

関賞が

を頂戴いたしました。その

金菓賞が２点、金菓賞が

中から、栄えある名誉総裁

もので、濃厚な黄身餡を入

１点目は、新発田市の㈱

風の香りが漂う絶品です。

ーカーと協力して開発した

れ、ホワイトチョコで包ん

宮野食品工業所「栗秋楽」

３点目は、柏崎市の御菓

砂糖にこだわり、幾日もか

子処すだ「エンガトルテ・

ます。

賞に輝いた４点をご紹介し

10

16

です。大粒の国産栗、国産

左：
「栗秋楽」 右：
「ひしくい」

理事・蒲沢百合子

新潟県菓子工業組合専務

を願っております。

業界の活性化に繋がること

す組合員が増え、組合及び

て意欲的に商品開発を目指

励みに、次回博覧会に向け

れ、高く評価されたことを

ジさせるお菓子などが選ば

お菓子や雪国新潟をイメー

には地元素材にこだわった

反映された形となり、各賞

たことで、消費者の意向が

なり、消費者審査が加わっ

審査方式がこれまでと異

いた極薄焼おかきです。

おぼろを丁寧な手作業で巻

県産もち米を使い、海苔と

です。契約栽培による新潟

くら製菓㈱「六花磯合わせ」

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

話題の大きな大中寺芋と里芋

岡
静
潟
新

平成29年12月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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「第

姫路菓子まつり２０１７

月

路市で行っている「姫路菓

児童絵画展など開催
回全国菓子大博覧
子まつり」を、本年も
１日（水）から５日（日）

ネートなどを展示した「匠

て作品に描かれた菓子を実

を「城菓町

賞」として表彰し、２作品

作品を「スイーツ

の館」のほかに、小型テン

中から

ントを設置し、県内の和洋

トにて姫路や県内各地の銘

と陶器のテーブルコーディ

菓子店の匠とみかしほ学園

公園内の会場では、大型テ

した。９回目となる今回は

日本調理製菓専門学校の学

までの５日間開催いたしま

天候に恵まれ、過去最高と

菓の実演

【全国菓子工業組合連合会

理事長賞】「秋景色」 江戸

【兵庫県菓子工業組合理事

西裕貴

長 賞 】「 さ わ さ わ と 」 美 吉
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職人の顔が見れるお店

姫路菓子まつり 2017
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取る必要はないだろう。残

その②
では、数字で年月を入れ、

ばキユーピーはマヨネーズ

るケースが多い。消費期限

が、消費期限は５日以内の

気象協会に相談されるとよ

日持ちのものに使われる。

おでんなら何度以下になる

か月に延ばし、その後に

で、賞味期限を７か月から

と賞味期限は紛らわしい

文字で製造年月日などの情

の製造方法を変えること

報を入れていた。関係者は

その下にアルファベット５

メーカーの例を紹介する

い。

と、酢のミツカンがある。

と売れるなどがある。前日

％減らし

との気温差で製造量を細か

％削減することがで

造量を増減させたら、ロス

気象協会のデータを元に製

取引先は記号しか分からな

見ればわかるが、消費者や

そのアルファベッド表示を

１か月ずつ延長している。

ばした。カップ麺や袋麺も、

容器を変えて

である。賞味期限はそれ以

お総菜、サンドイッチなど

く変え、ロスを
た食べ物がある。寄せ豆腐

量を

は、２０１３年から３か月

ペットボトルの業界で

構変わっており、小さいほ

している。大きいほうは結

の２ℓのものを年月表示に

５月からは、ペットボトル

えるのもよい。２０１３年

ちであれば、年月表示に変

以上の日持ちの商品をお持

業界で進んでいる。３か月

い。こうした年月表示化が

以下で保存するので品質劣

スクリームはマイナス

度

味期限表示」である。アイ

冷凍食品にある表示は「賞

アイスクリームにはなく

直すことも考えて欲しい。

のではないか。少しだけ見

を使われている会社も多い

短いものでは、半分くらい

また、安全係数は日にちが

ているという。賞味期限の

も２週間で賞味期限を切っ

般の消費者向けは、夏も冬

１週間以内にパックし、一

会によれば、卵は生まれて

ない。

に品質が劣化するわけでは

上の期間で、過ぎてもすぐ

生菓子や洋菓子類、お弁当、

である。日本気象協会が天

た。前日との気温差が大き

以上の賞味期限のあるもの

化が少なく、日付表示を省

か月まで延

気のデータを取り、製造業

いほど売れるそうで、過去

は、年月日表示から年月表

うは２０１４年から変えて

略できる。アイス最中を作

きた。

の蓄積から暑くなったとい

示化に移行している。日付

いるところがある。

者向け、小売業者向けに提

う体感温度が高いと売れる

が過ぎると流通できなくな

り上げにかなり差があっ

せ豆腐は、天候により、売

メーカーの相模屋食料の寄

供している。群馬県の豆腐

ことがわかっている。それ

ってしまうので、年月表示

度以下で保存

で寄せ豆腐指数を作り、製

日間である。夏は

日間になる。日本卵業協

期間は

した生卵が食べられる賞味

冬に気温

造量と出荷量を上下させた

にすることで、ロスを減ら

度を超えると売れる、

いる。例えばかき氷は気温

候により、製造量を変えて

する方には重宝がられてい

ータが使える会社は、日本

スに相当する。こういうデ

減できた。これがリデュー

菜があり、それを加工した

ンガという栄養価の高い野

いので、私のいたメーカー

ィも担保しなければならな

している。トレーサビリテ

静岡のみかん農家の息子さ

は、規格外の農産物を使う。

延長も増えており、例え

の量は、合計３０００ℓで

料を作るまでに使われた水

でルールを決めて処分され

減ってくるので、会社の中

間中にぱりっとした食感が

っているところは、保存期

やパンなどを引き取ってい

ーパーからトラックで野菜

多い。

て、延ばしているところが

料や製造方法を変えたりし

見直し（延長）で、包装材

賞味期限表示を年
月日から何月へ

％削

管理単位）を絞ってロスを

る。オカラン代表のお孫さ

が

え、それによる原価は上が
減らし、ＳＫＵは多いまま

製造業の方は、気温や天

ったが、ある副原料を使わ

る。それを生活に困ってい

詰めにして配っている。大

る人を助ける人たちが、袋

抵のスーパーの売れ残りは

ある。小麦が育つまで、牛

そしてレタスやトマトと、

捨てられるが、このように

肉の場合は牛が育つまで、
規格外の農産物は安く買

この考え方を仮想水（バー

んが経営している。

いたたかれてしまうので、

チャルウォーター）と言う。

クッキーもある。フィリピ

少し高い値段で買い取り、

ンでは野菜をあまり食べな
いので、野菜を加工したカ

ジュースを作っている。

んは小麦アレルギーなの

ボチャヌードルなども市販

で、そういう思いもあって
小麦を使わない、おからと

されている。

で製造量を減らしていく会

通販を増やすことで売り上

豆乳のケーキを開発され

する。オクラは毎日、飛行

リピンのオクラ畑をご紹介

私が活動していた、フィ

ではもったいないシリーズ

社もあるし、大地を守る会

った農産物を売っている会

規格外のものや競りで残

は、オーストラリアで全部

ンも出てきている。最近で

る食品だけで作るレストラ

扱うスーパーや、廃棄され

は、廃棄される食品だけを

イギリスやデンマークで

分の国で全部作ったとした

けでは無理がある。もし自

めには、どうしても国産だ

ることが多い。安くするた

海外産のもので作られてい

出ている。ハンバーガーは

環境省のページに計算式が

京都市・東京都文京区

２Ｒ

活用している例もある。

た。

食用として使われるおか

機で日本に輸出している。

として規格外の魚や農産物

無料のスーパーマーケット

規格外などの安価
な原材料の活用

らの量は１％である。それ

フィリピンの工場で緑色の

を安く売っている。

げを確保している。働く時

以外は餌や飼料に使われて

ネットに入れるので、少し

間も短くなり、楽になった

埼玉県上尾市にあるアク

いる。埼玉県川口市で食品

でも大きさが違うと全部規

ーレを作っている企業もあ

アイテム数の再考では、

アベーカリーは、１００円

ロスを減らす活動をしてい

格外になり、年間１００～

るし、ジュースの会社ＥＪ

パン屋の事例を紹介する。

ショップからヒントを得

るオカランがおからのケー

２００トン捨てている。こ

そうだ。一昨年夏から１個

いろいろなところでアピー

て、１００種類のパンを１

キを開発した。原材料は一

れをオクラヌードルに加工

１つが広島市内にあるブー

ルしている。かつては多く

００円で売っている。種類

番多く使っているのが豆乳

も捨てていないという。

の種類のパンを焼き、人を

は多いが、１種類当たりの

とおからで、小麦は使わな

して売れば」と言われ、そ

れがちだが、クリスマスケ

ばれるものは、よく捨てら

洋菓子などの日販品と呼

Ｙａｈｏｏ！Ｎｅｗｓに記

では、１個当たり０・５ｇ。

い。糖質の量が少ないもの

フィリピンでマルンガイ

びる。

茹でることで賞味期限は延

の中にオクラを練り込み、

する実証実験をした。生地

捨てないパン屋を名乗り、

たくさん雇用して、たくさ

作る個数を少なくして全部

の時は反論したが、考え方

事を執筆したところ、兵庫

と呼ばれ、日本語ではモリ

ハンバーガーに
使われている水
の量は？
ハンバーガーの原材料が

どのくらいか。例えばパン

育つ背後にある水の量は、

も出ている。

分の水が使われている計算

ーガー１個の中に風呂

杯

０ℓだそうなので、ハンバ

風呂の容積は１５０～２０

計算したものである。家の

らどれほどの水が要るかを

イクルはコストやエネルギ

がコストは安くなる。リサ

Ｒと言っている。そのほう

ではリサイクルを除いて２

が、京都市や東京都文京区

一番よいという話をした

私が勤めていた台東区の

フードバンクでは、毎日ス

次号に続く。

だ。

にも経済的にも損失だから

ーを使ってしまい、環境的

を使う小麦を育てる時、ど

になる。

ハンバーガー１個分の原材

肉やレタス、トマトもあり、

のくらいの水を使うか。牛

３Ｒのうちリデュースが

ん捨てていたという。ある

売り切っている。

を改め、今は夫婦プラス研

ーキは予約販売にする動き

県から問い合わせが来た。

規格外の果物や米でピュ

時モンゴル人の留学生に

修生という人数の少ない形

糖尿病の方や血糖値を気に
ある企業はＳＫＵ（最少

もある。

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

東京都菓子工業組合では、井出留美氏（株式会

社

品事業者の食品ロス削減のアプローチ」をテーマ

に講演会を開催しました。

先月号より続く。
限の長いものを奥から出し

日本で事業者（小売、コ

なければならないので、企

12

社もある。

ら、ロス量は年間で

10

て買う人は多い。今日食べ

ンビニ、スーパー、ホテル、

業が３３９万トン捨ててい

日本の食品ロス

レストランなど全て事業

る分の一部は、消費者が作

10

ないことで原価は保った。

賞味期限の見直し
（延長）

57

るのに、何日も後の日付を

者）から出ている食品ロス

20

種類を絞り、単価を上げ、

天候データの活
用による生産量
の調整

っていると思っている。

は３３９万トン、家庭から
出ているのは２８２万トン
で企業のほうが若干多い。
消費者の方は、企業が悪い
と誤解をしているが、この
数字を見せて消費者の分も
あることを伝える。例えば
買い物に行った時、賞味期

30

「そんなに捨てるなら安く

ランジェリードリアンで、

新製品・改訂品
・ＳＫＵ・季節
限定品の見直し

井出 留美 氏（株式会社 office 3.11 代表取締役）

食品ロス削減 の アプローチ

態で経営している。小麦粉

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）
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は外国産から北海道産に変

決定版 和菓子教本

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

18

15

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

30

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

食品事業者の
30
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皆さん刑事ドラマを見る

億円以上騙されている。中

円である。４年連続４００

殊詐欺の被害額は４０６億

っているから、何が本当か、

いろな情報が世の中に出回

は守れない。特に今はいろ

ソを見抜かないと自分の身

る。年齢を問わず、悪いウ

つまりウソから始まってい

ら車に乗りなさい」と言う。

た。自律神経症状が出てい

だ。着飾りのウソは、採用

ーションとして必要なもの

方便」のようなコミュニケ

る。調和のウソは「ウソも

また、ウソには種類があ

故意になされたものを言う。

実に反する事柄の表明で、

ウソには定義がある。事

た。社長の家に捜索に入る。

合いも同じことを言ってい

税のマルサ、査察官の知り

ある。

守ったりするためのウソで

御のウソは、自分や他人を

を陥らせるためである。防

ウソは詐欺のウソで、相手

飾ってくるだろう。騙しの

ころを見せようと思い、着

面接などで、みんないいと

昔の部下の鉄道警察隊が、

が分かる。痴漢も同じで、

何に興味を持っているのか

足は意外と油断してお

足先の方向
•

が見えたりする。

っていると、その人の心理

私は、千葉県警で警察官

その①

刑事塾
ウソ（人間心理）の見抜き方
森 透匡 氏（株式会社 clearwoods 代表取締役）
そうとする。それに対して

ソや虚偽の情報を伝えて騙

なければならない。

正しい情報をつかんでいか

も同じだし、自分の人生も、

ないといけない。金融活動

材が採れない、社員が育た

でいることが多い。いい人

企業は人なりで、人で悩ん

５年しているから思うが、

ない、働かないから辞めさ

刑事のスキルである、ウソ

ビジネスでも騙される。

や人間心理の見抜き方を学

んでもらえば騙されずに済

経営者が人を知り、人を見

せたい等、人の悩みはたく

抜くコミュニケーションス

さんある。解決するのは、

部下で悪いことをする人が

キルで、これがあると会社

例えば採用面接や金融機関

いることもある。だから、

の与信審査、商談、営業、

犯罪はウソから始まるこ

ウソを見抜くスキルは仕事

む。悪いウソは見抜いてい

とが多い。例えば女の子を

も発展をする。

こう。

誘拐しようとする誘拐犯は

にも使える。私も経営者を

ウソや人間心理の見抜き方

「お父さんが事故で病院に

運ばれた。おじちゃんが病

院に連れていってあげるか

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」

A4 280ページ 250円（税込）

「わかりやすいお菓子
の表示（表示ポスター）」

平成２8 年７月
菓子の表示制度研究会

A2版 20円（税込）

わかりやすいお菓子の表 示

①名称
菓子の一般的な名称を記載する。
（注）１ 欄名は
「名称」
に代えて
「品名」
「品目」
、
「種類別」
、
「種
、
類別名称」にしてもよい。
２ 名称は枠内でなく商品の主要面に表示することがで
きる。その場合、内容量、固形量又は内容総量も同じ面
に表示することができる。

①名

③添 加 物

る。隣の席に嫌いな人が座

ると、足は反対方向に向く。

親しい人であれば、足を向

けて話すだろう。つまり足

を見れば、嫌われているか

足を見れば本気で買いた

が分かる。

い客か、冷やかし客かも分

かる。奥さんの誕生日なの

で貴金属店に行き「ネック

レスでも買ってやろうか、

予算は５万円くらいかな」

とショーケースを見たら１

００万、５００万の貴金属

が並んでいた。予算は５万

円なので、見る時に足は、

横を向いている。ここで足

が正面を向いていれば、購

入するかもしれない。足は

正直なので行きたい方向を

示す。

次号に続く。

いちご、砂糖／ゲル化剤（ペクチン）
、酸化
防止剤（ビタミン C）
（３）表示方法は、
・物質名で記載する（例：ソルビトール）
・使用する用途名と物質名を併せて記載する
（例：甘味料（キシリトール）
）
・一括名で記載する（例：乳化剤、香料）
など大きく３つに分けられる。

▼輸入菓子製品の原産国名・輸入者等の表示
輸入菓子製品は、
⑥と⑦の間に原産国の項目を設け
て「原産国名」を記載する。
製造者欄の項目は、国内で表示内容に責任を持つ輸
入者又は加工者・販売者として記載する。

義務表示項目についての留意点
◎どこに表示すればよいか
容器又は包装の見やすい箇所。外装する場合は外装
紙に表示するか、又は容器の表示が外装紙を透かして
読めるようにするか、隠れないようにする。
個包装に表示した菓子を詰め合わせて外装する場合
であっても、その内容が読めない場合には外装に表示
が必要。
◎誰が表示を行うのか
表示内容に責任を持つ製造業者、加工業者、販売業者
（製造業者等と合意があった場合に限る）又は輸入業者
◎表示の大きさ
８ポイント以上の活字。
（表示可能面積がおおむね
150 ㎠以下のものは 5.5 ポイント以上）
◎商品名が一般的名称の場合又は商品名に近接した箇
所に一般的名称を併記した場合は、名称の項目を省
略することができる。
（例：○○味のポテトチップ）
◎原材料名、内容量、賞味期限及び保存方法の別記表示
一括表示部分に表示することがどうしても困難な場
合、
「商品表の上部に記載」など様式の中に記載箇所
を表示し、他の箇所に別記することができる。
◎様式による一括表示以外の方法
○価格などを表示するシールに、まとめて分かりやす
く表示する。
○容器包装の形態にあわせた工夫の表示として、様式
を基本としつつ、表示順序を変更したり、様式の項
目名を同一の意味と容易に判断できる項目名で記載
したりすることができる。

和半生菓子
砂糖、カスタードクリーム（全粉
乳、卵、砂糖、小麦粉）
、還元水飴、
寒天
甘味料（ソルビトール）、着色料
（クチナシ）

④内 容 量

250ｇ

⑤賞味期限

平成 28 年 11 月 30 日

⑥保存方法

直射日光、高温多湿を避けて保存
してください。

⑦製 造 者

○○○株式会社＋Ａａ
（※）
〒OOO－OOOO
東京都○○区△△－▲▲

お客様ダイヤル 0120（〇〇）
〇〇〇〇
栄養成分表示（製品 100ｇ当たり）
※
エネルギー
たんぱく質
脂質
－飽和脂肪酸
炭水化物
－糖質
－食物繊維
食塩相当量

③添加物
（１）使用した重量の高い順に記載する。
（栄養強化目的の添加物、加工助剤及びキャリー
オーバーの物質を除く）
（２）添加物欄を設けず原材料名欄に併せて記載する場
合には、記号、改行、区分線などにより原材料と
明確に区分して表示する。
例：原材料と添加物を記号「／」で区分

称

②原材料名

原材料の中に、
「アレルゲンを含む食品」
、
「遺伝子組換
え食品」
、
「特色のある原材料」
、
「米や米粉」
、
「原料原産
地表示が必要な食品」等が使用されている場合には、右
頁を参照して記載する。

平成28年4月1日現在
平成 32 年 3 月 31 日までに製造・加工・輸入さ
れたお菓子は従前の表示によることができます。

食品の表示は食品表示法によって義務付けられています。

〈様式〉
②原材料名
（１）使用した全ての原材料について、使用した重量の割合の
高い順に最も一般的な名称で記載する。
（２）２種類以上の原材料からなる「複合原材料」は、その名
称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料をその
原材料に占める重量の高い順に記載する。
（例：カスタードクリーム（全粉乳、卵、砂糖、小麦粉）
）
（注）１ 消費者がその内容を理解できない名称、複数の原材
料を単に混合した場合などには、複合原材料を分割し
て表示できる。
２ 複合原材料の原材料が３種類以上ある場合、重量割
合順が３位以下、かつ、５％未満のものについては、
「そ
の他」と記載することができる。
３ 複合原材料が製品の原材料に占める重量割合が５％
未満の場合、又は複合原材料の名称からその原材料が
明らかである場合には、当該複合原材料の使用した原
材料名は省略できる。
（ただし、アレルギー表示の表
記には注意すること。
）

犯で、詐欺や横領、選挙違

だろう。いろいろな課があ

何が本質なのか見抜く力が

るのを見て、私は「やって

担当官は社長の目を見なが

私服で駅の階段の下で待っ

り、本音が残っている。職

反、贈収賄。三課は泥棒や

るが、刑事の世界で昔から

国でも同じような詐欺がは

ような詐欺が次から次へと

手が震えていたり、暑くも

いたんだな」と思った。こ

ら話していると、やたら庭

ていた。彼らが痴漢を見つ

務質問をする時、自転車に

麻布法人会では、森透匡氏（株式会社ｃｌｅａ

の伝統的な課は、捜査一課、

と３，６００億円である。

出てくる。怪しい人物はウ

ないのに汗を流していたと

のほうばかりを見る。掘り

ける方法は、やはり目の動

乗っている人に「身分証明

窃盗犯。四課は暴力団犯罪

捜査二課、捜査三課、捜査

特殊詐欺とは、振り込め詐

見れば、自分がどんな顔を

す る。「 こ の 人 緊 張 し て い

のように自律神経症状はご

起こしたら現金が出てきた。

きである。普通、通勤ラッ

証を見せてください」、「免

と分かれている。私は二課

四課とある。捜査一課は強

欺やその類似詐欺で、似た

しているかわかる。面白く

るのかな」ではなく、もし

まかせず、出てしまう。

私が商業施設で、混雑し

シュの時はスマホを見てい

許証くらいしかないですけ

ｒｗｏｏｄｓ代表取締役）を講師に迎え「刑事塾

行班といって殺人事件や強

モリスという動物学者は、

なくても笑うことはあるだ

かしたら「この契約もうま

目の動き
•

ている時に買い物に行く

るか、前を見ているかだろ

れど」というやりとりがあ

ウソ・人間心理の見抜き方」について講演会を開

盗事件を扱う。二課は知能

人間の動作で信用できる順

ろう。この辺はコントロー

く騙せた」とドキドキして、

刑事は、目の動きを見る。

と、元の部下でスリ担当の

う。痴漢は女の子がホーム

る。この時「何か言われた

関係に長くいたので、政治

で齟齬が生じた時、つまり

番を次のように言ってい

ルできてしまうので、そも

手が震えているのかもしれ

目は心の窓と言うので、見

刑事がいた。彼らは一般の

に上がってくると、足ばか

ら逃げたい」という心理が

催しました。

をしましょうという学びの

違うサインを出している場

る。一番信用できるのが「自

そも信用できない。コント

ない。そういうところを見

るといろいろなことが分か

お客さんとスリをどのよう

り 見 て い る。「 あ い つ お か

あると、足先は立ち去りた

家や経営者、公務員の方を

場がある。真似はできない

合は、体験上、何となく非

律 神 経 信 号 」。 汗 を か い た

ロールできないところを見

ると本当の心理が分かった

る。目は脳から唯一飛び出

に判別しているか。普通、

しい」と付いていくと、痴

調べる機会が多く、２千人

ので、短縮して刑事塾とし

言語のほうが正しい心理を

り、顔が赤くなったり、青

ると、本当の人間の心理が

りする。職務質問し、免許

てつながっている器官なの

買い物に行くと商品しか見

漢や盗撮をするので捕まえ

は、何かやましいことがあ

以上取り調べや事情聴取を

て、刑事のスキルであるウ

物語っていると知ってい

くなったり、手が震える。

分かる。採用面接などでニ

証を見せてもらう時に、手

で、心理を凄く物語る。家

ないが、スリは買い物客の

る。

るかもしれないという見方

刑事塾とは

ソや人間心理の見抜き方を

る。言葉はウソを言うので、

自分ではコントロールでき

コニコし、はきはき答える

が震えているなら、何かや

宅捜索に責任者で行くこと

ふりをして、人のカバンば

皆さん商談で「こういう

もある。商談をしている時、

さて、なぜ私がウソの見

仕事に使っていただこうと

そもそも当てにならず、非

ないので、一番本音を物語

子がいて、使えそうだなと

ましいことがあるかもしれ

もあったが、捜索差押令状

か り 見 て い る。「 あ い つ は

商品です」とパンフレット

本当に商品が素晴らしいと

した。

全国で話をしている。

言語の部分で心理を読んで

っている。２番目は「下肢

思って採用すると、意外と

ない。そこはごまかせない。

を家の人に示し、中に入っ

おかしい」と付いていくと、

を出した時、お客さんがど

思ってくれれば、足もこち

年間した。現在は透き

人間にはコミュニケーシ

い る こ と が 多 い。「 目 は 口

信号」である。下半身は人

某野球選手は覚醒剤で捕

て探し始める。責任者は家

人のカバンに手を入れるの

こを見ているのか観察する

を

ョンが大事である。家族や

ほどにものを言う」や「目

間の体から離れたところに

騙されたりする。コントロ

まったが、彼は週刊誌に覚

の人と目を見ながら雑談す

で、現行犯で捕まえる。ス

だろう。価格なのか、商品

らを向く。

通るという自分の名前から

社員、取引先とコミュニケ

は心の窓」、「手の内をあか

あるから、他は一生懸命作

ールできるところしか見て

醒剤疑惑と出て、テレビで

る。見ていると、たまに一

リ特有の目の飛ばし方を

講演会に参加される時、

刑事塾とは何だ？とよく

ーションを取っている。コ

す」、「顔に書いてある」、「背

るけれど、足は意外と油断

いないからだ。

使われなくなった。逮捕さ

定の方向に飛んだりする。

「スリ眼」と言う。商品に

の説明なのか、見ていると

始まるのを待っていたとす

言われる。刑事の世界にも、

ミュニケーションは言語と

中で語る」と言う。女の子

して本音が残っている。３

自律神経信号
•

れる少し前、久しぶりにテ

天井裏を見たら「よく探し

ころで何に興味を持ったの

抜き方を教えているのか。

非言語に分かれている。言

が「もう彼氏なんて要りま

番目が「体幹」姿勢、４番

刑事は当然、自律神経信

レビに出た。タレントは直

てみろ」となって、そこか

は一切目もくれず、人の顔

かが分かる。目の動きを追

とった株式会社ｃｌｅａｒ

語は話している言葉自体。

せん」と言っても「彼氏が

目が「見分けられない手振

号を見て、心理を読む。汗

球で「薬やっているのか？」

ばかり見ている。だから、

刑事実践塾という塾があ

非言語はそれ以外で、例え

欲しいと顔にかいてある」

り 」、 ５ 番 目 が「 見 分 け ら

をかいたり、顔が赤くなっ

と聞いた。彼は聞かれた瞬

らけん銃が出てきたりす

目を見ているとその人が今

先ず、世の中には騙される

ば話し方や人との距離だ。

と言ったりする。つまり言

れる意味の分かる手振り」、

たり、青くなったり、手が

る。探されているものだか

人が多い。昨年の日本の特

嫌な人には近づかないだろ

葉ではなく、顔の表情を見

６ 番 目 が「 顔 の 表 情 」、 ７

震えたり、そこを見て読む。

間、顔が若干こわばり、赤

ら、目が教えてくれる。国

ｗｏｏｄｓを千葉でしてい

う。沈黙も同じで、言われ

て心理を読む。実はそちら

番目が「言語」と言ってい

くなって、つばを飲みなが

る。

ても答えない。しぐさや顔

のほうが当たることがあ

る。つまり言語が一番信用

例えば取引先やお客様と契

ら話す状況になっていい

る。悪いやつらに負けてい

の表情も非言語である。言

る。従って、非言語コミュ

約書を交わす時、サインし

られないので、刑事の勉強

語は学校で話し方、書き方

ニケーションの部分を見る

できない。それはそうだろ

ているのを見たら、やたら

やっているが、被害額は何

を習うが、非言語は習った

う。人間はほとんどウソを

刑事が現場で人
間心理を読む時
に、 ど ん な と こ
ろを見て読んで
いるのか

ことがないだろう。このし

と、意外と本当の心理は分

言うから。顔の表情も鏡を

イギリスのデズモンド・

い方向に向く。ということ

ぐさはどの心理を物語って

かる。

ところが、言語と非言語

いるのかは、習わない。

27

298kcal
11.4ｇ
10.5ｇ
8.3ｇ ☆
36.5ｇ
24.0ｇ
12.5ｇ ☆
0.3ｇ

栄養表示
○表示項目
【義務表示】
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で
表示。（注）ナトリウムは食塩相当量で表示
ナトリウム（mg）×2.54÷1,000≒食塩相当量
（g）
【推奨表示☆】
飽和脂肪酸、食物繊維
（食物繊維と糖質は従前どおりセットでの表示が必要）
【任意表示】
ミネラル
（亜鉛、
カリウム、
カルシウムなど）
、
ビタミン
（ビ
タミンA、ビタミンB１、ビタミンC など）など
○表示食品単位※
100g、100ml、１食分（量を併記）
、１包装その他の
単位を表示
○表示する数値
（１）当該製品の分析によって得られた一定の値又は上下限
値（一定の値の場合の許容差については食品表示基準
別表第９を参照）
（２）合理的な推定により得られた値
表示された値が食品表示基準別表第９の第３欄に掲
げる方法によって得られた値とは一致しない可能性が
ある場合、
「推定値」
「この表示値は目安です。
」
「○○
は推定値」等の文言が必要。
○義務免除事業者
・消費税免税事業者
（全事業の課税売上 1000 万円以下）
・当分の間、中企法の小規模企業者（おおむね常時使用
する従業員の数が 20 人（商業又はサービス業に属す
る事業を主たる事業として営む者については５人）以
下の事業者）

表示を全部又は一部を省略できる場合等
◎店頭量り売りで、持ち運び用の容器に入れられるものは表
示義務がない。
◎表示の一部を省略できる場合
○チューインガム、冷菓及びアイスクリーム類は賞味期限及
び保存方法を、常温で保存すること以外、注意すべき事項
が無いものは保存方法を、原材料が１種類のみであるもの
は原材料名を省略可。
○容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下のものは、
原材料名、添加物、内容量又は固形量及び内容総量、栄養
成分の量及び熱量、製造所又は加工所の所在地及び製造者
又は加工者の氏名又は名称、遺伝子組み換え食品に関する
事項、原料原産地名、原産国名は省略可。
○内容量を外見上、
容易に判断できるものは内容量を省略可。
◎製造し、又は加工した場所（同一施設・敷地内）で容器包装
された菓子を販売する場合、以下の事項の表示は要しない。
原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、栄養成分の量及
び熱量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原産国名、
原料原産地名、気密性容器に密封し加圧加熱殺菌した旨

④内容量
内容重量（グラム又はキログラム単位）
、内容体
積（ミリリットル又はリットル単位）
、
内容数量（個
数などの単位）で、単位を明記して記載する。
（注）計量法の規定により、次のお菓子を密封する場
合は下表の、許容される誤差を超えない範囲で、内
容重量をグラム、キログラム単位で記載する。
○ビスケット類、米菓、キャンディー（ナッツ類、
クリーム、チョコレートなどをはさみ、入れ、又
は付けたものを除き、1 個の重量が３ｇ未満のもの）
○油菓子（１個の重量が３ｇ未満のもの）
○水羊羹（くり、ナッツ類を入れたものを除き、缶
入りのもの）
○プリン及びゼリー（缶入りのもの）
○チョコレート（ナッツ類、キャンディーなどを入
れ、もしくは付けたもの又は細工物を除く）
○スナック菓子（ポップコーンを除く）
・許容される誤差
表示量

誤差

5ｇ以上 50ｇ以下

４％

50ｇを超え 100ｇ以下

２ｇ

100ｇを超え 500ｇ以下

２％

500ｇを超え１㎏以下

10ｇ

１㎏を超え 25 ㎏以下

１％

⑤消費期限又は賞味期限
品質の劣化が早い食品は「消費期限」
、それ以外
は「賞味期限」を記載する。
（例：平成 28 年 4 月 1 日、28.4.1、2016.4.1、16.4.1）
（注）賞味期限が 3 ヶ月超のものは年月だけで表示
することができる。
（例：平成 28 年 9 月、28.9、2016.9、16.9）

⑥保存方法
菓子の種類の特性に従い、例えば「10℃以下で
保存すること」等と記載する。

⑦食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
表示内容に責任を持つ食品関連事業者（製造者、加工
者、輸入者、販売者（製造者等との合意が必要）
）の氏
名又は名称と住所を記載する。また、
同欄には電話番号、
ファックス番号、メールアドレス、ホームページアドレ
スなどの記載も可。

⑧製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

最終的に食品の衛生状態を変化させる製造又は加工が
行われた所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を
⑦に近接して表示することが義務付けられている。
ただし、⑧と⑦が同一である場合には、⑧は省略できる。
※
【製造所固有記号】
包材の共有化の観点から、原則として同一製品を２以
上の製造所で製造している場合に、食品を製造した製造
所などを表すアルファベットなどの記号を、消費者庁長
官に届け出ている場合にはその記号を製造・販売者名の
横に記載することによって実際の製造所の所在地などの
表示と代えることができる。
（届出時点では 1 か所で製
造している場合であっても、記号の有効期間である 5
年間の内に２か所以上で製造する計画があれば製造計画
書を添付して届け出ることができる。
）
なお、製造所固有記号を使用する場合、問い合わせへ
の応答義務があるので、枠内又は枠外に以下のいずれか
を表示する必要がある。
ア 製造所の所在地、製造者の氏名・名称の情報提供を
もとめられたときに回答する者の連絡先
イ 製造所固有記号があらわす製造所の所在地や製造者
の氏名、名称を表示したウェブサイトのアドレス等
ウ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地や製
造者の氏名・名称、製造所固有記号
また、旧制度による表示と区別するために製造所固有
記号の前に｢＋｣を付す必要がある。
【製造所固有記号届出方法】
消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースによ
るオンライン届出になる。
「製造所固有記号届出制度データベース」と入力・検
索する。

〈 両方とも送料別 〉

（１）
アレルゲンを含む場合は、その旨の表示が必要（アレルギー表示対象品目は 27 品目）
【義務表示対象品目】
『えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生』の７品目は、食物アレルギー
症状の重篤度などから特定原材料として表示が義務付けられている。
【推奨表示品目】
『あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、
ゼラチン』の 20 品目、は、特定原材料に準ずるものとしての表示が推奨されている。
※表示の対象となる加工食品は、特定原材料等を原料とする加工食品（これを原料とする
ものを含む）及び特定原材料等に由来する添加物を含む加工食品であり、抗原性が認め
られないもの及び香料を除く。
※一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた特定加工食品及びその拡
大表記は廃止され、今後はパン（小麦を含む）やマヨネーズ（卵を含む）のようにアレ
ルゲンの表示が必要
（表示方法）
【原則：個別表示】個々の原材料及びアレルゲンに由来する添加物ごとに個別にアレルゲン
を表示…消費者の選択の幅を広げる。
（原材料の例：植物油脂（大豆を含む））
（添加物の例：レシチン（卵由来）、
カゼイン（乳由来）
）
【例外：一括表示】すべての原材料名等の最後に、一括して全てのアレルゲンを表示
（例：
（一部に卵・小麦・大豆を含む））

（３）
特色のある原材料
特色のある原材料を使用したことを表示する場合、
又は製品の名称がその旨を示す場合には、その表示に
近接した箇所又は一括表示の原材料名の次に括弧して
「小豆（A 県産○○％）
」などその産地名等とその割
合をともに表示する。ただし、100％の場合は割合の
表示を省略することができる。
○どのような原材料が「特色のある原材料」に該当す
るか
①特定の原産地のもの（○○産小豆使用など）
②有機農産物、有機畜産物および有機加工食品
有機ＪＡＳマークが付けられた有機農産物又は有機
農産物加工食品を直接原材料として使用した場合にの
み、「有機○○使用」等の表示ができる。
③非遺伝子組換えのもの（右の
（５）
参照）
④特定の製造地のもの（○○県で精製されたこんにゃ
く粉入りなど）
⑤特別な栽培方法により生産された農産物
（特別栽培米入りなど）
⑥品種名など（エリモ小豆使用など）
⑦銘柄名、ブランド名、商品名（宇治茶使用など）
ただし他法令、行政機関の定めるガイドライン等に
より、表示方法が定められているものについては、そ
の方法により表示することができる。

（６）
原材料の原料原産地表示について
◎原料原産地名の表示が義務付けられている品目
・原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた一次産
品（農畜水産物）の原産地に関する表示のことで、義務
表示対象品目の 22 品目群については、原材料及び添加
物の重量に占める割合が 50 ％以上である一次産品につ
いて表示する。
・主に菓子類に関連した品目は、次のようなものがある。
○餅：まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もちなど（大
福餅など砂糖で調味したもの、餡を入れたものは対象外）
○いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
（塩味をつけただけのものは対象になるが、砂糖を絡めた
ものは対象外）
○干し柿、干しバナナなどの乾燥果実
○黒糖加工品（原材料及び添加物に占める黒糖の割合が
50％以上のもの）
：かりんとう、ようかんなど
◎表示方法
（表示する箇所）
①事項名を設けずに原材料名の欄に対応する原材料名の次に
括弧書きで表示
②原料原産地名の欄を設けて表示
③原料原産地名の欄に表示箇所を表示した上で、枠外に表示
（表示方法）
①原材料が国産品であるものには「国産である旨」を、輸入
品にあっては「原産国名」を表示する。また、国産品の農
産物の場合、都道府県名その他の一般に知られている地名
で記載できる。
②主な原材料について、２箇所以上の産地のものを混合した
場合は、重量の割合の高い順に記載する。
③主な原材料の原産地が３箇所以上ある場合は、全て記載す
るか、重量割合の高い順に２箇所以上記載し、その他の原
産地を「その他」と記載することができる。

※アレルゲンはたとえ微量であっても、人間の生命に重大な影響を及ぼすおそれがあること
から、表示が義務付けられているものであり、
「卵が入っているかもしれません」などの
可能性表示は一切禁止されている。また、加工助剤、キャリーオーバーなど添加物の表示
義務がない場合であっても、特定原材料については表示義務があり、これに準ずる原料も
表示が望ましい。
※ただし、食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料
等が意図せず、ごく微量、最終製品に混入してしまう場合には、欄外に注意喚起表示をす
ることが推奨されている。
（欄外表示例：本製造工場では、そばを含む製品を生産してい
ます）
※
「乳」のアレルギー表示は、
「乳成分を含む」と表示する。添加物の場合は、
「乳由来」と
表示する。
※繰り返しになるアレルゲンについては、いずれかの原材料等に表示すれば他は省略可。
※例外的に一括表示が認められるのは、表示面積に限りがあり個別表示が困難な場合、添加
物に含まれるが加工助剤、キャリーオーバー等に該当し、当該添加物の表示義務がない場合、
包装されていない複数の食品の詰め合わせで、容器内で接触する可能性が高い場合など。
※店頭量り売りなどの場合、アレルゲンの表示義務はないが、自主的なアレルゲン情報の提
供が望まれる。

（2）
アスパルテームを含む食品
は、
Ｌ－フェニルアラニン化
合物を含む旨の表示が必要

原材料名 小麦粉（有機小麦粉 90％使用）
、
砂糖（上白糖、黒糖）
、コーンスター
チ
（遺伝子組換え不分別）、
鶏卵、
マー
ガリン（大豆・乳成分を含む）、ブ
ドウ糖、牛乳、洋酒／甘味料（ステ
ビア）
、
膨張剤、
レシチン
（大豆由来）
、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

（４）
黒糖を使用した場合
・パッケージに「黒糖」「黒砂糖」と表記し
たい場合：黒糖以外の砂糖を使用している
場合には、一括表示に、使用した砂糖の種
類を多い順に記載
（例：砂糖（黒糖 氷砂糖 上白糖））
・パッケージに「黒糖」「黒砂糖」と表記し
ない場合：一括表示に、上記の表示又は単
に「砂糖」と記載
※黒糖、黒砂糖は砂糖を細分化した一般的名
称であり、特色のある原材料表示には該当
しません。

（5）
遺伝子組換え食品の表示について
○対象となる農産物（８作物）
・大豆（枝豆、大豆もやしを含む）、とうもろこし、ばれいしょ、
なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ
○対象となる加工食品
８作物を原料とする 33 加工食品群について表示の義務があ
り、お菓子では、きな粉（大豆）、枝豆を主な原料とするもの、コー
ンスナック菓子（とうもろこし）、コーンスターチ、ポップコー
ン（とうもろこし）
、コーングリッツを主な原料とするもの、
ポテトスナック菓子（ばれいしょ）
、ばれいしょでん粉、これ
らを主な原料とするものなどがあり、原材料の重量に占める割
合の高い原材料の上位３位までのもので、かつ原材料及び添加
物の重量に占める割合が５％以上のものについて表示が義務づ
けられている。
○表示は次の三つの方法による
ア、遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
「大豆（遺伝子組換えのものを分別）」等を義務表示（※）
イ、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農
産物を原材料とする場合「大豆（遺伝子組換え不分別）」等
を義務表示
ウ、非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
表示の義務はないが、
「大豆（遺伝子組換えでないものを
分別）」等を任意で表示できる。（※）
※遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、農場から
食品製造業者まで生産、流通および加工の各段階で相互に
混入が起こらないように管理し、そのことが書類等により
証明されている場合に限る。
（注）
１ 遺伝子組換えによって、組換えＤＮＡおよびこれによっ
て生じたタンパク質が、加工後に検出できない加工食品（大
豆油、しょうゆ、コーン油、異性化液糖等）については表
示義務はないが、
「大豆（遺伝子組換え不分別）」
「大豆（遺
伝子組換えでないものを分別）」等を任意で表示できる。
２ 組成、栄養価等が著しく異なるもの（高オレイン酸大豆等）
「大豆（高オレイン酸遺伝子組換え）」等を義務表示
ただし、脱脂等により当該形質を有しなくなったものを除く。

◎米や米粉等を使用した場合
米や米粉等を原材料に使用した菓子類：
「だんご（餡類
等を入れて包んだものは対象外）」「もち（もち生地に甘味
料以外の副原料を練り込んだものを含む）」「米菓（あられ
や煎餅など）」や、「赤飯」「おこわ」などの米飯類は、消
費者に販売・提供する際、消費者に産地情報を伝えること
が米トレーサビリティ法により義務づけられています。
以下のいずれかの方法で行う必要があります。
（１）
商品の容器・包装、又は商品の近接した場所のポップ
等に記載
（国産米の場合）
・
「国内産」「国産」等と記載

作成者：菓子の表示制度研究会

全日本菓子協会
全国菓子工業組合連合会
全国和菓子協会
全日本洋菓子工業会
日本洋菓子協会連合会
ポスターの内容に関するお問い合わせは上記まで

都道府県や一般に知られた地名でも可
（外国産米の場合）
・
「国名」を記載
・原産国が複数の国になる場合は、原材料に占める重量
の割合の高い順に記載
・産地が３か国以上ある場合には、上位２か国のみを記
載し、その他の産地を「その他」と記載可能
（２）
店頭・店内での掲示、店内配布チラシ等への記載
・使用した商品名
・原産地名（上記
（１）
に準ずる）

食品表示法・食品表示基準等に関する問い合わせ先
●消費者庁
（代） 03-3507-8800
消費者庁食品表示企画課
●最寄の各都道府県
（保健所含む）
の食品表示相談窓口
電話番号は、
「○○県食品表示相談窓口」などと入力・検索し
てください。

〈 お申込み方法 〉
郵便番号、住所、会社名、
御 担 当 者 名、電 話 番 号、
FAX 番号、必要部数を明
記の上、全菓連まで FAX
でお申込み下さい。
おり返し FAX にてご案内
を送ります。

全国菓子工業組合連合会
FAX．03－3407－5486

第

回菓業青年会九州ブロック長崎大会・第

社が成功しているか、うま
くいっていない会社などに
触れる機会が少なくないの

では、嶋野武志氏（長崎大学産学官連携戦略本部
がどういうものか申し上げ

いう会社か、売れるお菓子

で、経営の観点からはどう

副本部長）を講師に迎え「おいしいお菓子ってど
てみたい。

回全国菓子工業組合連合会九州ブロック長崎大会

んなもの？売れるお菓子はどうつくるの？」につ

毎日、和菓子を食べている

る。しかし、住んでいると、

菓子の有名所と言われてい

金沢は京都や松江と並ぶ和

で、幼少時代を過ごした。

私は石川県の金沢の出身

金沢に対して持つイメージ

間には、多かれ少なかれ、

外の方と住んでいる人間の

あ」と言っていた。どうも

けれど、滅多に食べないな

「名前は聞いたことがある

知っているか」と聞いたら、

講演会をしていただいた。

日、長崎市民を対象とする

ある野中郁次郎先生は先

世界に通用する経営学者で

る」とある。素晴らしい。

繁栄を図り社会に貢献をす

知と勇気を持って、相互の

友情を深め研鑽を重ね、英

州はひとつの連帯感のもと

いて講演会を開催しました。

共通善と実践知

わけではない。時々「先生

年前に長崎大学に来て

にギャップがあるようだ。

大会記念誌の綱領に「九

は金沢のご出身なので、ノ

その①

わかる。例を挙げると、本

るほど、いろいろなことが

い。実際、動いてみればみ

てみないと何もわからな

葉だが、人間はいろいろし

われている。耳慣れない言

中先生は「実践知」とも言

するもの、ということ。野

経営は世のため人のために

変えてはいけないところ

もそういう話を聞く。ただ、

るとある。経営者の方から

きている会社は、長続きす

ところは変える。これがで

し、変えなければならない

いけないところは変えない

永続する会社は、変えては

読むと、長持ちする会社、

タントが書いているものを

らしい。研究者やコンサル

して思えば、あの時もう既

景気がよくならない。今に

ルの崩壊の後は、なかなか

ていた。残念ながら、バブ

う明るく前向きな議論をし

紀を迎えたらいいか」とい

どう肉迫するか、どう

世

これから日本はアメリカに

た。役所にいても「さあ、

はかなりの業種で強かっ

ている業種はあるが、当時

た。今も自動車など頑張っ

業の国際競争力は強かっ

大型クルーズ船を見ない日

ことをいう。今や長崎港も

合いがどんどん減ってきた

り、国境が持っている意味

物や金が移動するにあた

グローバル化とは、人や

ることはなかろう。

としては、これがすぐ変わ

ているが、大きなトレンド

に背を向ける人々が出てき

脱するなど、グローバル化

り、イギリスがＥＵから離

いる人が大統領になった

ル化のようなことを言って

る。アメリカで反グローバ

とか悪いことかは議論があ

動くグローバル化のもと、

国境を超えて人や物、金が

ろな分野で高まっている。

も含め、国際交流がいろい

１か月、３か月の短期留学

どんどん派遣する。別に１

の名のもと、学生を海外に

省も大学も、グローバル化

ものだった。今や文部科学

くのは、卒業旅行くらいの

私が学生の頃、外国に行

ないわけでもない。

けではないが、経済効果が

で莫大な消費をしているわ

いくので、その人達が市内

るほど凄い女性である。極

ご出身で、お伺いすればす

員と知り合った。長崎県の

デン房子さんという女性委

である。私はここでズナイ

創生対策懇話会は、県庁が

長崎県まち・ひと・しごと

私のプロフィールにある

ではない。

ことは、決して珍しいこと

れなかった。今や、そんな

り込みに行くことは考えら

本の企業が中国やタイに売

国内でビジネスしている日

を除いては、ある日突然、

年前、製造

田宗一郎氏は「やってもみ

と、変えなければいけない

にグローバル化が進んでい

だが、今から

もせんで、何がわかる」が

ところの見極めが難しい。

たのだろう。ただ、当時は

う！」とある。これも素晴

口癖だったらしい。とにか

野中先生もそういう趣旨の

と耳慣れない言葉がある。

くやってみる中から、いろ

ことを言っておられる。そ

年、２年も行かせなくても、 作られた地方創生の懇話会

いろわかってくる。

い。本当に世界中を飛び回

い方なので話すのも楽し

めて明るく、人当たりのい

べきかを話す時には、チャ

って、まさしくグローバル

日本の産業や企業はどうす

ンスとリスクということを

化を体現しているような方

のほうが少ない。以前、調

べてみたら、１年間に来る

言う。１９８０年代までな

だ。

そういう意識はあまりなか

クルーズ船のお客さんと乗

ら、自動車やテレビなどの

の意味で「国際化を見つめ、

グローバル化

務員を全員足したら、長崎

国際的に活躍している産業

た覚えはない。今も金沢に

ね？」と言われるが、食べ

ご家族で伝統を守りながら

したらいいか、どういう会

になった。企業経営をどう

から、経営学をかじるよう

て聞けばおかしいだろうと

から物を作る。日本語とし

ｍｍｏｎ

るが、英語で言うと「ｃｏ

美味しいお菓子を誰のた

し工夫をしたほうがいい。

売れないのなら、企画に少

本 語 で「 共 通 善 」、 ち ょ っ

題である。うちの大学の金

油がいい。これは文化の問

醤油で育った人は、辛い醤

する礎をともに築いていこ

り、すごく美味しいと言わ

念頭にお菓子を作るかによ

本は１人１人である。誰を

処をすると思う。ただ、基

近頃は大変な状態のよう

商売するかを決めることで

自分はどこのマーケットで

しれない。結局、事業者は、

整しなければならないかも

売ろうというなら、味を調

る。グローバル化がいいこ

収入などによってグループ

地域別や年代別、男女別、

がよい。

の商談の時は、止めたほう

いが、百貨店のバイヤーと

えていた。みんなすぐ出て

は全然違う。特に人と違う

もらうのと、全くないので

い。少し頭に置いておいて

この言葉を頭に置いてほし

ジショニングの略である。

麦粉を使うとどういいこと

ではわからない。大分の小

いる。うちは違うんです」

て、大分の小麦粉を使って

は、長崎の小麦粉ではなく

売ってから作れ

ｇ ｏ ｏ ｄ 」、 日

野中先生の本の中に登場す

いる同級生に「ノドグロを

されているのか、いろいろ
思うが、よく考えてみると、

れることもあれば、同じも

作ってから売るな、
な形があるが、ある程度、

沢出身の教授と雑談した時

皆さん、大勢の従業員を

物をどう作るかだ。人と違

客様に説明できるかだ。

があるのか。踏み込んでお

されているのか、あるいは

た取組の一環として、全面

林水産省も輸出拡大に向け

幕張メッセで開催され、農

○後援：経済産業省、業界

○協力：農林水産省

構（ＪＥＴＲＯ）

○共催：

ョンジャパン㈱
次に、おいしいお菓子を

か。美味しいお菓子は、結

れくらいの人が見るだろう

覚は変わるものらしい。

れると、美味しくなる。味

ちらにおり、刺身醤油にな

年もこ

誰のために作るのか。顧客

局誰を想定して作るか、だ。

年らしい。つまり

う。「 作 っ て

を想定しないで作った商品

ら作れ」と言

もいないのに

の販路を拡大しても、うま

い方をしたら、ネットでど

売れるわけな

年前に、長崎に来た時、
い。作ってか

代前半くらいの若い

の団体の観光客も結構いる
し、

女性のグループが飛行機の
中で長崎の観光案内誌を読

輸出ＥＸＰＯ

第１回は本年

いる。

月、千葉

月

日（金）

○主催：リードエグジビシ

○会場：幕張メッセ

日（水）～
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第２回日本の食品

輸出ＥＸ

菓子業者の出展者を募集

日本の食品

団体（予定）

日本貿易振興機

（独）

25

次号に続く。

的にサポートした。出展は

団体

抱えながら手広くビジネス

に分けていく。これがマー

うことを説明する時、お客

３０４社で１２，８３６名

◎出展に関しては次のホー

ある。

様にとってどういう価値が

を広く募集している。本展

（海外バイヤー２，８６０

ムページを参照。

のでも味が合わないことも

ケティングのＳＴＰで、Ｓ

は菓子をはじめ、米や食肉

「第２回日本の食品輸出

名含む）が来場された。

ですね」と言ったら「嶋野

はセグメンテーション、Ｔ

政府の目標である「２０

などの農水産物、ドリンク、

ＥＸＰＯ」の開催概要は次

食べてみてください」とい

とにかく「美味しいから

１９年に農林水産物・食品

調味料にいたるまで、あら

の通り。

ゲットにするのか、全く考

一口食べてみて」という台

み、どこへ行こうかと話し

の輸出額一兆円」の実現に

ゆる食品メーカー・輸出関

○会期：２０１８年

先ず、売れるものはうま

長崎県は、クルーズ船以

ている。すると、観光客に

向け、農林水産省と日本貿

連企業が出展し、海外バイ

ある。

経営者の方に申し上げる

買ってもらおうという議論

易振興機構（ＪＥＴＲＯ）

ヤー２，５００名を含む４，

先生は味が合わないです

のは「商売は基本的に１人

がよく出てくるが、長崎の

の協力のもとに開催する

か。僕は合いますよ。おい

１人の顔を見ながらして下

人が喜ぶものを東京の人が

「輸出」に特化した海外バ

５００名の来場を見込んで

う言い方をする人がいる。

居 酒 屋 で 刺 身 が 出 た。「 刺

さい」という。製造業でも

喜んでくれる保証はない。

イヤー向けの食品展「第２

試食なら言っていただいて

身醤油で食べて下さい。美

サービス業でも、お客さん

長崎に遊びに人に「これが

回

えず「とりあえず作って出

くいくのか。特にこれだけ

味しいですよ」と言われた

は全部違う。全く同じお客

長崎の味覚」と言って食べ

ＰＯ」では現在、出展参加

したら、売れてしまった」

あるのか。例えば「小麦粉

インターネットが普及して

が、何でこんなに甘いんだ

さんがいるとは思えない。

てもらう分にはいいが、こ

いに決まって

はターゲティング、Ｐはポ

ら売るのは当

いるご時世だから、いい物

と思った。ここで申し上げ

現実は１人１人に合わせる

れをきっかけに通信販売で

いる。よく「作

詞は、イベントの時ならい

たり前だろ

を作ってネットで情報を流

たいのは、甘い醤油のいい

わけにはいかないので、グ

しいですよ」と言われた。

う」と思われ

せば、売れないわけがない。

悪いではない。甘い醤油で

ループや集団に分けて、対

結構だが、ほかの情報ルー

るかもしれな

事業者が本当にいい物を作

育った人は、甘い醤油がい

４７

藤田

電話０３―３５０２―５７

産業局食品製造課

◎問合先・農林水産省食料

http://www.jpfood.jp/

50

数が増えている。東京から

いが、マーケ

っているというなら、何ら

いに決まっているし、辛い

10

聞いたら彼は長崎に来て

ティングの達

かの形で、どこかのタイミ

10

トを使った時、そういう言

人はそうでは

ングで売れる。もしうまく

12

誰のために作るか

ない。売れる

10

13

20

25

な。売ってか

物を企画して

ということはなかなかない。

外にも、国内外の観光客の

43

嶋野武志氏

ってから売る

する。

「刺身醤油の味が合わない

世紀に入り、特にこの

万人を大きく超

ったのだが。

数年、グローバル化の進行

市の人口

世界に誇る日本の食文化

ら発信しよう」と、大変い

はさらに進むと見られてい

を、お菓子を通じて九州か
的なことに積極的にチャレ

いことが書かれている。

大会宣言文に「菓子の文

ンジし、新しい伝統を創造

化の伝統を守りつつ、革新

30

めに作るのか。これも同じ

嶋野 武志氏 （長崎大学産学官連携戦略本部副本部長）

で「美味しいからぜひ一口

おいしいお菓子ってどんなもの？
売れるお菓子はどうつくるの？

確かにどこの市場で勝負す

ドグロをご存じですよ

21

19
るのか、どんな顧客をター

21

63

一般的なイメージでお話し

13
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（毎月 15 日発行）
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第945号

第８回全国菓子工業組合連合会青年部近畿ブロ
ック大会・兵庫大会は田辺眞人氏（園田学園女子
大学名誉教授）を講師に迎え、「お菓子の生活文
化史を考える」をテーマに講演会を開催しました。

先月号より続く。
るものも、近畿が一番おい

その③

ンとやってくる」と音楽を

チンカラリン、チンカラリ

かせて「ロバのおじさん、

和三十年代はロバに車を引

はご存じないだろうが、昭

バのパン」だった。若い方

ており、食べてみたら「ロ

われる。

各地に広がっていったと思

の辺りからの菓子文化が、

いるのは、室町時代からこ

畿地方の名前を踏襲されて

明石屋や但馬屋といい、近

る。九州の菓子屋の名前が

カステラもその時に入っ

音を当て、有平糖とした。

砂糖で作ったお菓子にその

フェロアという言葉から、

アルフェロアと言う。アル

ポルトガル語では、砂糖を

ライパンなので違う。また、

景か城の絵が描かれた皿に

従って、カステラ地方の風

フランス語でシャトーだ。

は、英語ではキャッスル、

カステラと同じ語源なの

う地方がある。もう１つ、

ナダと並んでカステラとい

いバリエーションを持った。

で、日本人の食文化は新し

時代末期の南蛮文化の渡来

イモと言われている。戦国

ワ島から来たので、ジャガ

鈴薯もインドネシアのジャ

た。特にお茶の好きなお殿

的に各地域の名産が始まっ

町や宿場町を中心に、本格

うになった。こうして城下

て、旅人に食べ物を出すよ

なり、各地に宿場町ができ

も襲われないので、盛んに

ロシア革命が起こり、財産、

めの第１次世界大戦末期、

代に入ってきた。大正の初

ヨーロッパのものが明治時

ツ人も少しいた。つまり西

ス人で、フランス人やドイ

外国人のほとんどはイギリ

人の乗った船が種子島に漂

一五四三年、ポルトガル

らわしていない。恐らく、

の言葉の中で、食べ物をあ

だ、カステラはヨーロッパ

シンプルなものである。た

の中でも一番プレーンで、

てくる。カステラはケーキ

他にも新しい瓜が南から

う。

ラと思い、広まったのだろ

答えたが、日本人はカステ

か「カステラの風景だ」と

ルトガル人は「お城だ」と

た後、聞いたのだろう。ポ

カステラが乗せられ、食べ

名の藩で、すると政治的に

は、江戸幕府や各地方の大

平和な日本の国を治めたの

し、日本文化が純化された。

鎖国で日本風文化が繁栄

けが残っていった。太平と

られ、日本人好みのものだ

なものだけがふるいにかけ

緒で、鎖国により、日本風

江戸時代は平安中期と一

大きく発展した。横浜でも

し、その窓口として神戸が

再びヨーロッパの物が流入

明治・大正時代になると

時代の大きな動きである。

でき上がった。これが江戸

できる食材を使った名産が

場町は地産地消で、地域で

工夫が行われた。各地の宿

県の松江では、お茶菓子の

様がいた加賀・金沢や島根

る。また、井伊家のお父さ

様変わりしていった。

化が入って来て、お菓子も

ロッパ、東ヨーロッパの文

で、明治から大正に西ヨー

んのような人も出てきたの

リア鉄道で東に来て、日本

と戦争しているので、シベ

に行くには、西だとドイツ

ない。イギリスやアメリカ

行すると逃げなければなら

に迫害を始めた。革命が進

技術、知識を持っている人

江戸時代

の六郷満山に行者がいて、

着する。六年遅れて一五四

ポルトガル人の家を訪ねた

入ってきたので、漢字を当

は、藩の中心の城下町が影

神戸でも居留地に来ていた

んが信じていたのは日蓮宗

流し、蒸しパンを売ってい

そこの人たちが近畿地方へ

九年にフランシスコ・ザビ

日本人がカステラを食べさ

てて、南の瓜と書いて、南

響力を持ち始めた。それか

と母音を伸ばす。井戸に関

で、井伊の家は代々日蓮と

る。兵庫県の中嶋神社の田

でお菓子祭が行われてい

る林神社（りんじんじゃ）

られ始めた。今も奈良にあ

点心の中からお干菓子が作

これと同じ時期に、お茶の

が、室町時代から出てくる。

包み込んだ饅頭という言葉

て饅頭を伝えた。特に餡を

（りんじょういん）が初め

中国から渡ってきた林浄因

成する。ちょうどこの時期、

室町時代には茶道が集大

る。まさに京都のお菓子の

作ったのが、やせうまであ

都から来たお付きの乳母が

た。その子どものために京

り、大分県に脇住まいをし

京都にいられないようにな

る。室町時代にある若殿が

曲したようなお菓子であ

菓子で、京都のすはまを編

こを固めて求肥を巻いたお

うまというお菓子は、きな

とうを作った。大分のやせ

感動し、持って帰ってほう

梨県の人がうどんを食べて

官兵衛の大河ドラマの時

県の観光の協力を頼まれ、

鹿児島は、かるかんが名物

馬屋だそうだ。九州南端の

岡で修行したので屋号が但

か」と聞いたら、初代が豊

兵庫県と関係があります

屋さんである。私が「何か

で有名な和菓子屋は、但馬

で荒城の月を書いた。竹田

れて、ボーロというお菓子

いた名前をそのまま受け入

食べていた。日本人は、聞

玉にしたお菓子のボールを

時のポルトガル人は、丸い

蛮文化と呼んでいる。この

前である。アラボンやグラ

んが作っているが、一番お

いた。英語でのパンは、フ

ル人が使っている言葉を聞

けられて残り、現在の日本

人好みのものにふるいがか

入り、工夫がなされ、日本

各時代に新しいお菓子が

である。侍の中でも橘一門

とうきつ）が、代表の家系

氏だ。源平藤橘（げんぺい

が源氏と平家、藤原氏、橘

の子孫だと言う。その代表

井伊を名乗り出した初代の

直虎だが、平安時代の半ば、

今年の大河ドラマの井伊

えているので、井伊家は家

その井戸の脇に橘の木が生

は、今も浜松市内にある。

味があることを知っていた

もそれぞれ言い伝えや、意

このように１つのマーク

日本に住み付くモロゾフさ

いしいのは明石屋さんであ

の菓子文化がある。従って、

橘紋

日本社会や文化の中で

バリエーションが、大分県

戦国時代

来て、饅頭を食べ、故里で

エルが鹿児島に来て、一年

せてもらい「これは何か？」

瓜 と し た。「 ど こ か ら 来

ら、平和になり旅行をして

係ある一族だから「い」と

道間守と奈良の林浄因の神

た。恐らく大分の国東半島

も作りたいと思ったのだろ

半ほど日本に滞在し、キリ

と聞いた。恐らく食べてな

た？」と聞いたら、カンボ

の家紋である。幽閉前の家

言っていたのを、言いにく

様は、２つともに近畿地方

しい。例えば京都に来た山

う。

スト教を伝えた。鉄砲やキ

くなっている皿を指して聞

ジアと聞いたので、南瓜を

紋は橘であり、主君だった

親戚関係という言い伝えが

を作った。パンもポルトガ

室町時代

大分県で有名な人には、

リスト教だけでなく、ヨー

いたのだろう。ポルトガル

カボチャと言い始めた。馬

小寺家の影響を受けたもの

いから「いい」と伸ばした

で、いろいろなお菓子屋さ

経由で行った。その中で、

瀧廉太郎がいる。内陸部の

ロッパ人がもたらした全て

と縁があることで自分の家

だろう。

に、年九回行った。大分で
驚いたことは、県道の脇に

と思います。現在では、名

紋に橘の紋も半分使ってい

だきたい。

ある。日蓮宗の寺の紋も橘

三の宮饅頭という看板が出

古屋だけでなく東京・京都

人物は井伊共保（いいとも

の紋を使っている。

官兵衛は豊前の国に、お

その後の相次ぐ商品開発

だと言う人は、橘の紋を家

と言われている。初代が生

城を造った。兵庫県に大分

や、いち早く百貨店の攻勢

お菓子のシンボルが古い時

まれたと言われている井戸

盛んになり、日本の中心は

湯が大流行し、それに伴い

で開催される格式あるお茶

やす）と言う。ドラマでは、

井伊家・日蓮宗

畿内、近畿であった。食べ

和菓子店も尾張の地域では

を見て出店するなど、先を

紋として使う。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
同店の創業は１６３４

事は素晴らしいと思います。

大きく発展したと云われて

代の言い伝えで、永久の国

時代初期からの創業となる
と風格が一つも二つも違う
ものです。中でも愛知名古

った井戸の中で生まれた、

し、第７回全菓連青年部交

日

開催の
ご案内

時～交流会

日午前

・ホテルモントレグラスミ

▽日程：

等を企画しています。

第７回全菓連青年部交流会

る。一族の先祖が、橘諸兄

ア大阪・大阪市。

思います。

させる唯一無二の銘店だと

成り上がりだから、どこか

侍たちは途中から出てきた

っている藤の花が、黒田家

とから、渦巻きのようにな

とは言わずに「てえが痛い」

え が 見 え へ ん 」。 手 が 痛 い

場の辻製菓専門学校の視察

後の活動の説明と、決勝会

３―３４００―８９０１）

青年部事務局まで（電話０

お問い合わせは、全菓連

見た目にも文化性の高い

流会を１月

庶民にまで広く浸透してい

屋の文化・風土にあわせた

という言い伝えがある。井

日（月）～

の一党だと称しているから

った同地らしい文化なのだ

菓子を現代であっても重視

こ ち 」「 旅 ま く ら 」 な ど の

お申込み等詳細は、青年

中・辻製菓専門学校視察。

銘品を開発されました。

焼菓子類を展開し、人々の

年８月

江戸時代、特に後期に近

今回は、平成

日（火）に開催します。

30

づくにつれ、この地で茶の

年前で

17

店舗展開、幅広い商品構成

屋一の銘店両口屋是清さん

尾関 勇

•••••••••••••••••••

年、徳川御三家筆頭で、名

会でも主菓子として使われ

小さい古井戸の前の場面が

全国には創業数百年にな

見据えた展開はさすがのも

官兵衛の祖父や父が仕え

います。

からもたらされたフルーツ

だたる諸藩の中でも最高の

ている様子をよく見かけま

る和菓子の老舗があるのは

のであり、素晴らしいとし

格式といわれた尾張藩の地

部各団体代表者様へご案内

江戸時代には注文菓子中

皆様ご存知かと思います

を郵送する他、全菓連ＨＰ

よく出てくる。井伊共保は、

伊の一族は旗頭に「井」を

日（火）に開催する第９回

に掲載します。

たのは、播州の御着という

使う。ところで、関西では

全国和菓子甲子園へのキッ

「非時香菓（ときじくのか

だ。小寺家の家臣に黒田家

特に一音節の単語は言いに

クオフと位置づけ、全菓連

す。その点でも日本を代表

があった。黒田官兵衛は伊

くい。例えば「胃が悪い」

か言いようがありません。

で菓子を作り始めたところ

橘を紋章にしているの

丹の城に幽閉されている

を 言 う 場 合 は「 い ー が 悪

心に商いをされていたとの

が、その中でも四、五百年

は、お菓子屋さんだけでな

時、石垣のすき間から藤の

全菓連青年部会員相互の

され、その上創作性に富ん

い。古代の歴史に橘諸兄（た

花が咲いているのを見て、

ある年の元旦、井伊谷とい

だ菓子作りは、名古屋の文

ちばなのもろえ）や橘奈良

土地の城主・小寺家である。

おもたせ需要に合わせてい

化そのもの。そしてあくま

麻呂（たちばなのならまろ）

ぐのこのみ）」、狭い意味で

かれた事は、身分の高い人

でも和菓子一筋にこだわる

されているといって過言で

から庶民にいたるまでファ

姿勢は、今なお、華やかな

このように茶席菓子だけ

事ですが、今から

ンを幅広くつかんでいる事

青年部が主催する経緯や今

29

も前の室町時代後期、江戸

ある１９３４年に法人を設

に繋がっているのかなと考

い」。目が見えない時は「め

交流と活動の活性化を目指

からと言われています、そ

立、その後十一代目の大島

心を休めて耐えた。このこ

う土地の八幡様の境内にあ

の後２代目藩主徳川光友公

清治氏の時に今でも代表銘

という一門がある。中世の

小寺家は橘の紋を使ってい

は歴史・規模からいっても

より、直筆の表看板をいた

りし江戸時代の文化を感じ

言うと橘が象徴になった。

老舗の代表格ではないでし

だき、御用となったと言わ

察します。茶の湯の文化が

はないでしょう。

ょうか。もちろん一店舗の

菓 で あ る「 二 人 静 」「 を ち

29

ではなくいち早く尾張名古

みで続いている銘店も素晴

れています。

30

21

橘一門

らしいですが、全国規模の

是清様」

「愛知県

株式会社両口屋

明治・大正時代

竹田という町で育ち、城跡

のものを引っくるめて、南

では、カステラは地方の名

を宣伝しようとし、あそこ

で今も作られている。

田辺 眞人氏（園田学園女子大学名誉教授）

にある。室町時代、交通が

お菓子の生活文化史を考える

を、現在でも展開している

30

【21】
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個分）

板ゼラチン……………５ｇ

…………２５０ｇ

冷凍グリオットチェリー

【Ｍｏｎｔ―Ｓｉｃｉｌｙ】
モン・シシリー （
 φ７㎝ドーム型

ｇ

Ａ．ビスキュイ・ピスター
シュ
卵黄……………………

ｇ

ｇ

ｇ

グラニュー糖…………

卵黄………………１００ｇ

牛乳………………３００ｇ

ュ

Ｃ．ババロア・ピスターシ

ｇ
ピスタチオペースト…

～２時間）

ェリーを入れ漬け込む。（１

ップを作り、グリオットチ

❶グラニュー糖と水でシロ

⑵Ｂを仕込む

００℃で焼成する。

生地を入れ、平らにして２

❹紙を敷いた８取り鉄板に

ぜ合わせる。

力粉、残りのメレンゲを混

❷残りのババロアを①に入

る。

パンからはずした⑵を入れ

ロアを半量入れ、フレキシ

❶φ７㎝のドーム型にババ

⑷組み立て

した①を混ぜ合わせる。

❷泡立てたクリームと冷ま

ーストを混ぜ合わせる。

ンを溶かし、ピスタチオペ

作り、ふやかした板ゼラチ

【製品コメント】

り仕上げる。

ェリーとチョコレートで飾

を振りかけ、グルオットチ

❷全体にプードルデコール

⑷の表面にナッペをする。

ティイを作り、型抜きした

キルシュでクレームシャン

❶クリーム、グラニュー糖、

⑸仕上げ

する。

たビスキュイを載せて冷凍

が広がります。

の仕上げにしても活用の幅

から連想して、クリスマス

ェリーの赤、クリームの白）

の色（ピスタチオの緑、チ

ンプルにしましたが、断面

く出ています。仕上げはシ

の味のバランスがとても良

オットチェリーのゼリーと

ロアと酸味を活かしたグリ

濃厚なピスタチオのババ

❷シロップと実に分けて、

れ、φ７㎝の大きさに抜い

金沢マラソン

百万石和菓子 を提供
て

に

ョンが設けられ、ランナー

のスイーツ」の各ステーシ

野菜」「金沢カレー」「石川

•••••••••••••••••••••••••••••

シロップを再度軽く温め
て、ふやかした板ゼラチン
を加え溶かし冷ます。
❸φ４㎝のドーム状のフレ

飾り用チョコレート

かしバターを①に混ぜ合わ

❷ピスタチオペーストと溶

しっかり泡立てる。

⑶Ｃを仕込む

る。

ビスキュイを載せて冷凍す

❹φ４㎝の大きさに抜いた

入れる。

マラソン・ロードレース協

国際陸上競技連盟及び国際

ラソン（日本陸上競技連盟、

合わせて開催された金沢マ

北陸新幹線の金沢開業に

金沢マラソンは金沢の魅

表）が声援を送りました。

２０，０００人（主催者発

６，３００人、沿道では２

れたほか、ボランティア約

堂「花はなほうし」菓匠髙

油の里かすてら」粟森梅月

キシパンに実と②を均等に

グリオットチェリー

せる。

❶牛乳、卵黄、グラニュー

の皆さんに大変喜ばれてい

【仕込み工程】

❸卵白とグラニュー糖でメ

お菓子でランナーを盛り上げる

⑴Ａを仕込む

レンゲを作り、②に半量を

社でした。「醤

り、１３，９７５名が去る

定 ）、 今 回 で 第 ３ 回 目 と な

として石川県の特産品を食

て、参加ランナーへの給食

て始まり、企画の一つとし

文化を満喫できる大会とし

力である歴史的景観や食や

菓くるみ」清香室町「いが

ろう「山野草」柴舟小出「銘

うのようかん」茶菓工房た

ラソン」越山甘清堂「たろ

屋「スポーツどら焼金沢マ

「きんつば」きんつば中田

木屋「箔の音」金沢うら田

ら、その他の店舗も、こだ

とで体力が持続することか

また、糖質を吸収するこ

メントをしてくれました。

らえると嬉しいです」とコ

ンナーに元気に完走しても

ていると思います。参加ラ

したカステラは給食に適し

係者並びに沿道で応援され

ランナーの皆様、大会関

という方々が多かったよう

の刺激を受け、完走できた

品が美味しかったことなど

ーションに設けられた特産

ッチに励まされた、各ステ

供店は次の

今大会の百万石和菓子提

ます。

❶卵黄、全卵、粉末ピスタ

％）…２２５ｇ

チオ、粉末アーモンド、粉

会から国際コースとして認

ｇ

ｇ

ｇ
板ゼラチン……………７ｇ

ｇ

％）…４００ｇ

糖でアングレーズソースを

グラニュー糖…………

クリーム（

Ｄ．仕上げ

クリーム（

ｇ

全卵………………１１０ｇ
粉末ピスタチオ………
粉末アーモンド………
粉糖……………………
ピスタチオペースト…
バター…………………
薄力粉…………………

ｇ

卵白………………１１０ｇ
グラニュー糖…………
Ｂ．グリオットのゼリー
グラニュー糖……１２５ｇ

混ぜ合わせて、ふるった薄

モン・シシリー
糖を合わせて、ミキサーで

日（日）の大会に参

べ て も ら っ て い ま す。「 百

ら饅頭」なかむら生菓子店

加されました。

月

今回は、アテネ五輪金メ

万石和菓子」の他に「能登

「フルーツらくがん」落雁

石和菓子のステーションを

品を提供することで、百万

わりをもって作り上げた一

した。

た方々、本当にお疲れ様で

です。
ダリストの野口みずきさん

ね り も の 」「 石 川 県 産 米・

粟森梅月堂の粟森さんは

やすいと評判です。初マラ

アップダウンが少なく走り

一方、参加ランナーの多

諸江屋。

「マラソンはこまめな水分

盛り上げていました。

金沢マラソンのコースは

補給と糖質・塩分を補うこ

とが必要とされているの

ソンの参加者も多く、雨の

・４％

くは沿道での声援・ハイタ

中の大会でしたが

で、地元大野の醤油を使用

企画委員・伊関幸輝

石川県菓子工業組合事業

はいかがでしょうか。

金沢マラソンに参加されて

盛り上げていきます。一度、

ール石川で参加ランナーを

当組合はこれからも、オ

の完走率だったそうです。

95

15

キルッシュ……………５ｇ

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

10
が大会ゲストとして参加さ

金沢マラソン提供和菓子

ｇ

川
石

29

水………………………

購読をご希望の方は全国菓子工業組
合連合会宛て電話か FAX 若しくは
メールでお申し込みくださいますよ
うお願い致します。

製菓製パン

百万石和菓子ステーション

75 95
32
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38
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